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特集

ようこそ ！

矢上キャンパスへ

新3年生・新任教職員のみなさん、理工学メディアセンターへようこそ！メディ
アセンターでは図書・学術雑誌の他に、研究活動を支える多くの電子資料を
提供しています。今回の特集では、これからの研究に役立つ便利なデータベー
ス＆サービスを紹介します。ぜひ、活用してみてください。

研究に役立つデータベース紹介
雑誌論文をはじめ、物性値、規格など、様々な情報を収録した多くのデータ
ベース(DB)を提供しています。どのDBを利用したらよいか分からないという方に
まずはこれ！という代表的な3つのDBを紹介します。

1．おすすめ論文検索データベース比較表

化学科

垣内 史敏先生

JDream Ⅲ

Web of Science

Scopus

『炭素文明論：「元素の王者」が
歴史を動かす/佐藤健太郎著』
（新潮選書刊）

分野

科学技術、医学

全分野

全分野

配架場所：本館2階図書

国内/海外

国内＋海外文献

海外文献

海外文献

特徴
人類にとって最も身近な元素である
炭素から作られる有機化合物。どの
ように人類の発展に、また歴史に関
わってきたのかについて、著者のユニー
クな視点から書かれています。有機
化合物は、食料、医農薬品、マテリ
アル、燃料など、身の回りに溢れてい
ます。数多くの有機化合物の中から
著者の視点で選んだ化合物にまつわ
る話がオムニバス形式で書かれていま
す。尿酸の話では、世界で最初に痛
風に苦しめられたのはティラノサウル
ス？？といった話も盛り込まれていま
す。有機化合物が構造式と一緒に
書かれていますが、構造式はちょっと
勘弁して欲しい方でも大丈夫です。
気になる化合物があれば、化学の知
識が無くてもそれにまつわるエピソード
や文化、歴史、偉人の人生も楽しむ
ことができますよ。

・厳選された国際的な
・国内の科学技術文
学術誌を収録
献を網羅
・インパクトファクターが
・海外文献も日本語で
調べられる
検索可
・分野や記事などの絞
・検索機能が豊富
込み機能が充実

2．データベースへのアクセス方法
① 理工学メディアセンターWebサイトにアクセス

② 理工学部のみなさんがよく使うDBは
直接アクセス

③ それ以外のDBはデータベースナビから
【データベースナビ】各種DBの検索システム

文献複写取寄せ・購入希望
【アクセス方法】
理工学メディアセンター
Webサイト＞サービス＞
文 献 複 写・図 書 取 寄
せ・購入希望
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・ヒット件数が多い
・著者プロフィール、機
関情報も豊富
・分野や記事などの絞
込み機能が充実

欲しい資料、研究に必要な資料をメディアセンターで所蔵していない場合、文献複写取寄
せや図書取寄せ、購入希望を出すことによって、入手できる場合があります。ご不明な点があ
りましたら、レファレンス担当までご相談ください。

【お問合せ】レファレンス担当 E-mail:
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今月の一枚：なぜここに？

小展示

展示 理工学部教員の「私の一冊」

理工学メディアセンターニュースで連載中のコラム「私の一冊」では、理工学部の先生方が学生の皆
さんにお薦めしたい本を、あらゆる分野の中からご紹介
くださっています。今回は、2016年4月から2018年3月
までの間に掲載させていただいた、24名の先生方の「私の
一冊」を一挙に展示いたします。
先生方が研究者を目指すきっかけとなった本、研究の合
間の息抜きに読む本・・・ 「あの先生が、こんな本を!?」と
いった新たな発見があるかもしれません。新学期のお供の
本探しに、ぜひともお立ち寄りください！
【日時】 2019年4月2日(火) - 5月31日(金)
【場所】 理工学メディアセンター創想館1階

最新号掲載の「私の一冊」は、創想ライブラリー棚に常時
展示しています。
創想館(14棟)と本館(15棟)の
間に置かれているこの碑。どうしてこ
んなところにあるのでしょうか？ ヒント
は「本館」という名称にあります...

こちらもどうぞご覧ください！

...答えは、創想館ができる前は、
ここがメディアセンターの入口だったか
ら で す！名 前 が「松 下 記 念 図 書
館」となっているのは、松下電器産
業(現パナソニック)株式会社からの
多大な寄付でこの図書館が建設さ
れたことに由来します。当時の写真
は、『慶應義塾大学工学部三十五
年 史』な ど で 見 る こ と が で き ま す。
『三十五年史』は理工学メディアセ
ンターリポジトリΣstarにありますので
ぜひご覧ください[矢上限定公
開] 。

学習支援

メディアセンター豆知識
どこでも返却できます！！
「日吉で借りた本なんですけど、
矢上で返せますか？」
貸出・返却カウンターでこのよう
な質問をされることがよくあります。
しかしご安心ください！他キャンパ
スのメディアセンターで借りた資料
も理工学メディアセンターで返却
することができます！もちろん、理
工学メディアセンターで借りた資料
も他キャンパスのメディアセンターで
返却することができます。
ただし、SS(創想ライブラリー)な
どの矢上所属者のみ借りられる資
料は、理工学メディアセンターで
返却するルールになっていますの
でご注意ください。

コラム「私の一冊」は
こちらから→
お知らせ

ラーニングサポート活動開始
新しい生活が始まるみなさん、勉強の仕方や研
究の進め方、大学院進学に向けての準備などで
困ってはいませんか？
そんな時は、ぜひメディアセンターに来てくださ
い！みなさんの先輩である理工学研究科の院生
スタッフが、勉強や試験、学科分けや研究の進め
方といった相談に応じています。予約は不要です
ので、ぜひお気軽にお越しください！
先輩ごとに得意分野や専門が違いますので、
Webサイトで確認してください。
【場所】
本館1階
レファレンスデスク
【時間】
平日12:30-15:30
(学期期間中)
担当時間
はこちら↓

イベント

キャッシュレス決済始めました
最近は、電子マネー、クレジットカードで事足り
ることが多く、ポイントカードもスマホのアプリになっ
て財布を持たない人も増えているようです。図書
館 の カ ウ ン タ ー で も 現 金 を 支 払 う 時 に、
「PASMOで払えませんか」と聞かれることも多くな
りました。
そこで、小銭を持たない人に朗報です。交通系
電子マネーやクレジットカードで支払いができるよ
うにするため、テレビCMでおなじみのAirPAYを
導入しました。特にアプリなどの登録は必要ありま
せん。例えば、PASMOの場合、カードリーダーに
かざすだけで決済できます(クレジットカードの場
合は暗証番号か電子サインが必要になります)。
文献複写代金の支払いや、図書館としては無
い方が好ましい延滞金や弁償金の支払いにもご
利用いただけま
す。もちろん従来
どおり現金での
支払いも可能で
す。

メディアdeシネマ 開催予告

Movie Screening

メディアdeシネマ
Fri., Apr. 19
4月19日（金）
Starts at 6:15 p.m. at Media Center
今回のメディアdeシネマは・・・
火星にひとり取り残された宇宙飛行士の
スリリングで壮大なサバイバルを描いた
SFアドベンチャー！

詳細は館内でご確認ください

Check for details in the Library
おにぎり・サンドイッチなどの
軽食持ち込みOK！（汁物はNG)
Light Meal OK !

発行
慶應義塾大学理工学メディアセンター

新年度1回目のメディアdeシネマを開催しま
す。軽食持込みできます！
皆様のご来場をお待ちしております。
【日時】 2019年4月19日(金)18:15～
【場所】 理工学メディアセンター創想館1階
※次回は9/27(金) 開催予定です。
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〒223-8522 横浜市港北区日吉3-14-1
TEL: 045-566-1477
E-mail:

Webサイト

Twitter

電子版はWebサイ
ト「図書館について」
メ ニ ュ ー に あ る「出
版 物・統 計」よ り ご
利用ください。

