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研究生活に役立つ！
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学術論文の探し方・入手方法の基本をマスター！

文献探索セミナー
【実施期間】3月2日(月) - 6月12日(金)
【実施時間】平日9:00-17:00の時間帯

Media Center for
Science and Technology

Newsletter
私の一冊

【所要時間】60～90分
【申込】理工学メディアセンターWebサイト>申
し込む から、または本館1階レファレンスデスク
でお申し込みください。希望日の3日前(土日
祝日除く)まで受け付けています。

数理科学科

【紹介するデータベース例】

先生
『超一流になるのは才能か努力か？
/Anders Ericsson,Robert Pool著』

JDreamⅢ, Web of Science,

生駒典久

これから研究を始める新4年生
や新しく慶應にいらした方を対象
に、論文の検索と入手方法をご
案内します。
例年、多くの研究室からご参加
いただいています。研究内容に
合わせて分かりやすく説明します
ので、研究室や友人同士などの
グループでお申し込みください。

Scopus, PubMed, IEEE Xplore など

(文藝春秋刊)

【予告】各種データベースセミナーの開催予定
4月以降に開催するセミナーの詳細は、次号でお知らせします。
◆SciFinder(物質科学分野データベース)検索セミナー
4月15日(水) 初級編 13:00-14:30 応用編 14:45-15:45
◆Mendeley(文献管理ツール)活用セミナー

4月22日(水) 13:00-14:30

配架場所： 創想ライブラリー

◆Reaxys(化合物・反応データベース)検索セミナー

本書では、超一流と呼ばれる人々
がどのようにして自己の能力を磨いた
か、に関する考察をしている。特に
「生まれつきの才能」ではなく、「限界
的練習」と呼ばれる方法が自己の
能力を磨く上で重要だと主張し、本
書での方法論は様々な分野におい
て適用可能だともしている。
私個人としては、「生まれつきの才
能」に頼らず、自己の能力を磨きた
いという人に推薦したい本である。ま
た本書の内容と類似した書籍もいく
つか出版されている。
最後に本書の内容と重なることも
多いと思われる元プロ野球選手
鈴木一朗氏の言葉を紹介して終わ
りたい：「小さいことを積み重ねるの
が、とんでもないところへ行くただひと
つの道だと思っています。」
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5月13日(水) 13:00-14:30

研究支援

Read & Publish(CUP)

メ デ ィ ア セ ン タ ー は、Cambridge
University Press(CUP)社との間
で論文のオープンアクセス化を支援す
る新たな契約(Read & Publish:
RAPモデル)を結びました。慶應義塾
大学に所属する方が、CUP社発行
のオープンアクセス誌へ投稿する際に
は、そ の 投 稿 料 を 大 学 が 負 担 し ま
す。投 稿料 の免除 には、右 記の要
件を満たす必要があります。詳しくは
各キャンパスのメディアセンターWeb
サイトのお知らせ「論文のオープンア
クセス化料金(APC)補助/免除に
ついて」をご確認ください。
CUP以外にもオープンアクセス誌
(ゴールドおよびハイブリッド)に投稿を
行う際、APCの補助や免除を受ける
ことができる出版社がありますので以
下Webサイトをご覧ください。
http://libguides.lib.keio.ac.jp/
oa/apc
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今月の一枚：
マイクロフィッシュ

マイクロフィッシュとは新聞や書籍な
どの文章を撮影・縮小してカード型
のフィルムに焼き付けたものです。肉
眼では読むことはできませんが、館内
にある専用のスキャナを使って、拡大
し、閲覧することができます。
小スペースで多くの資料を保存で
きるため、かつては多くの図書館で所
蔵していましたが、近年はデジタル化
が進み、当館に残っているマイクロ
フィッシュはSAE (Society of Automotive Engineers, 自動車技
術者協会)が発行する、自動車・航
空機器関係のテクニカルペーパーの
みです。
キャビネットに収納しているので、利
用するときにはレファレンスデスクのス
タッフにお声がけください。希望のマイ
クロフィッシュを出納し、初めての方に
は使い方の説明もします。

メディアセンター豆知識
マイクロフィッシュ専用スキャナ

お知らせ

この季節、学部４年生が本を借りると返却期限日は3/14
になります。これは、メディアセンターの利用期限を卒業に合わ
せて設定しているためです。修士課程に進む方は「アレ？進学
するのにな」と不思議に思われるかもしれません。その際は「修
士課程に進む予定です」とスタッフに言ってください。「利用期限
延長申請書」の記入で期限を延長し、本の返却期限日も
4/15に変更します。
ただし、以下の４点が確認できた場合に限ります。
①矢上キャンパス所属の正規学生である
②延滞資料がない
③未払いの延滞金がない
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なお、この申請後は既に借りている本の返却期限日も確認
して、MyLibraryで更新することをお薦めします。
サービス

利用者の人気者

創想館1階の貸出・返却カウンターでは、プロジェクターや外
付けHDDなど、利用者の皆さんが館内で利用する様々なもの
を貸し出しています。では、貸し出しているものNo.１、何だか
わかりますか？
ずばり、一番の人気者は電源タップです。1月中、カウンター
スタッフが「電源タップ貸してください」と声をかけられた回数はな
んと94回！1月の開館日数は24日間でしたので、平均すると
1日3回以上は電源タップを求めて声をかけられているということ
になります。特に試験期間中はカウンターの他の何よりも人気
者で、数が足りなくなってしまうこともあるため、今年度はグルー
プでの勉強にぴったりな6個口のものを新たに購入しました。も
し一人で勉強するから6個口を借りるのは気が引ける…という
方は、スタッフに「小さいものがいいです」と言ってください。4個
口のまるっとかわいい電源タップも用意しています。

今年のメディアセンターオリジナルグッズは・・・
最近お馴染みのゲリラ豪雨。そのせいで図書館の本を濡らしてしまった経験は
ありませんか。濡れた本は紙同士がくっついたり、すぐに乾かしてもページが波打っ
てしまい、酷い場合は弁償していただくことになります。
さて、雨なのに本を大量に借りてしまったアナタ！そんな時は勇気を出して
「本を持ち帰れる袋はありますか？」とスタッフにお尋ねください。水濡れから図
書館の本を守るため、今年作成したオリジナルデザインのポリ製ショルダーバッグを
提供します。紐を絞って背負えば傘も差しやすい、アフターユースは、着替えの持
ち運びやエコバッグ代わりにと重宝します。大切な本を守りたい、それが私たちの
願いです。

理工学メディアセンターリポジトリ
ΣStar(シグマスター)

通常の資料をスキャンするための
ものではないのでご注意を！普通
のスキャナは創想館1階に2台用意
しています。

学内進学者のみなさま

④現在紛失中の資料がない

お知らせ

今月の一枚で紹介したマイクロ
フィッシュを閲覧するための専用ス
キャナは本館1階にあります。ディス
プレイ上で拡大し内容を確認した
り、PDFフ ァ イ ル と し て 保 存、紙 に
出力することもできます。

利用期限延長について

ΣStarでは理工学部の研究・教育成果のうち、電子
化され、著作者の許諾が得られたものを公開していま
す。学位論文・プレプリント・リサーチレポート・その他教
材など、登録のご相談は理工学メディアセンターまでお
寄せください。
理工学メディアセンターWebサイトに
あるバナーよりご覧ください。
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