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01  特集

『坂の上の雲』
司馬遼太郎 著 　文春文庫
◎豊洲・大宮所蔵（913/Sh15/文庫）
新たな価値を創造し、時代を切り開いていかなくてはならな
い大学生、必見！！新たな価値観の創造に苦悩・奮闘した明
治という時代の精神が生き生きと描かれています。

機械工学専攻 高橋秀生さんオス
スメ

『知能の謎 認知発達ロボティクスの挑戦』
けいはんな社会的知能発生学研究会 編
講談社ブルーバックス
◎豊洲・大宮・芝浦所蔵（080/B59/B-1461）
知能に関して様々な専門家の話をまとめた本。認知ロボティ
クスの概説について知るには十分です。そういう意味で、こ
の分野に興味のある人が導入として読む読み物としては優れ
ていると思います。

機械工学専攻 岩瀬卓也さんオス
スメ

『７つの習慣』
スティーブン・R・コヴィー著
ジェームス・スキナー、川西茂訳 　
キング・ベアー出版　　◎豊洲所蔵（159/C89）
ドラッカーの本を読んでも上手くいかない人にお薦めです。某電
機メーカーの入社前課題図書に選ばれた、社会人必読の１冊。
読むと人生が変わるほどの衝撃が……。

機械工学専攻 糟谷賢太郎さんオス
スメ

『ブラバン』
津原泰水 著　新潮社
◎豊洲所蔵（913/Ts39/文庫）
ちょっと昔を思い出したい（昔に戻りたい）という時に読むと、
いいかと思います。

機械工学専攻 関根達也さんオス
スメ

2010年11月より、学生の学習支援をはかるために学生サポーターが
豊洲図書館・大宮図書館に登場しました！
学生サポーターとは、館内特設コーナーにて、図書館や学習に関する皆様からの
質問にお答えするスタッフです。予約不要で、特設コーナーにいる時はいつでも
お尋ねいただけます。２月末まで、皆さんのご質問を受付中です！

彼らは芝浦の大学院生、つまり皆さんの先輩です。たくさんの経験
と知識を生かして、皆さんの学習の手助けをしてくれました。身近な
先輩なので質問もしやすく、リラックスして話を聞ける学生さんも多
かったようです。

●どんな事を支援してくれる？
・図書館にある資料の利用方法
・データベース・電子ジャーナルの利用方法
・図書館を活用しての学習方法
・レポート・論文の作成方法
・分からないことの調べ方、本や文献の探し方

●学生サポーターを経験してみて…
・今まで知らなかった図書館のサービスや、お得な使い方が分かった。
・図書館全体の資料の置いてある場所が把握できるようになった。
・論文検索のスピードが上がり、効率も良くなった。
・RefWorks（レフワークス）という、論文作成時に便利なツールが使えるように
　なった。
・レファレンスの対応をする事で、自分の知識が増えた。
・自分の経験や知識を生かして、進路の相談に応じるなど後輩の支援ができた。

先輩の知
恵に学ぶ

　
突撃！学生サポーター突撃！学生サポーター

学生サポーターのおすすめ本



まだまだ寒い冬が続きますね。でもそんな時こそ何処かに出掛けたい！？
図書館スタッフの冬のおすすめスポットはこちら！
武蔵小山温泉「清水湯」/２種の源泉を持つ銭湯は都内でココだけ（中村）

沖縄の慶良間諸島 / 1月～4月までの期間、ホエールウォッチングが楽しめます（注連内）
七里ヶ浜 / 冬の海は静かで美しいです、江ノ島側に意外と大きく富士山が見えます（成島）
能登（輪島）/北陸の雪景色を眺めながら、輪島かに王国で蟹三昧が出来ます（大崎）
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 卒業予定生の皆様へ！！
図書館で借りた図書・視聴覚資料で未返却のものはございませんか？
最終学年の方の返却予定日は２月２３日（水）です。
卒業・修了予定の方、大学院進学予定の方は、貸出・返却手続き共に
カウンターにて承っております。
なお、返却予定日を過ぎても借りられている方には、督促の連絡をい
たします。
借りている資料は卒業前に必ず返却しましょう！！

 赤丸コーナー充実中！
図書館入り口正面のソファー（通称：赤丸コーナー）では、新着本、選
書ツアーで皆様が選ばれた本、豊洲スタッフおすすめ本、スカイツ
リー関連本など各種企画展示を行っています。一部は図書館の “ブクロ
グ”で、インターネッ
ト上でもご覧になれ
ます。
「こんな展示をしてほ
しい！」など皆様から
のリクエストもお待
ちしています。

 2011年4月、大宮図書館　
 書架・什器類の老朽化に伴いリニューアル！

大宮図書館では2011年4月に向けて、各書架・閲覧席の入替作業を
進めています。書架や書籍の移動等で、利用者の皆様にはご迷惑をお
かけすると思いますが、ご理解頂ける様よろしくお願いします。
なお、書架や書籍の移動期間中も通常通り開館いたします。

 「論文・レポートの書き方」コーナーを
 活用しよう！

「論文・レポートの書き方」コーナーが芝浦図書館
に登場しました。下調べから資料収集、実際の執筆
までを、分かりやすくご紹介しています。論文・レ
ポート作成で困っている、何をしたら良いか分から
ない、なんとなくしか分からない……といった方々
に役立つ情報が満載のコーナーです。ぜひご利用下
さい。

全館 コンピュータ関連本ランキング（2010年4月1日～2010年12月15日）
 順位 書    　 名 貸出回数 　   請求記号

 1  45 007.64/Sh18

 2  19 007.64/Ma26

 3  18 007.64/A92 

機械制御システム学科

材料工学科

建築学科

貸出冊数

05  教えて！ 図書館

芝浦

豊洲

大宮

明解C言語  入門編〈新版〉
柴田望洋 著
ソフトバンクパブリッシング（2004.8） 
 （豊洲・大宮所蔵）

C言語ポインタ完全制覇
前橋和弥 著　
技術評論社（2001.1）

（豊洲・大宮所蔵）

はやわかりMATLAB〈第2版〉
芦野隆一、Rémi Vaillancourt 共著
共立出版（2010.2） 
 （豊洲・大宮所蔵）

貸出ランキング

学科別1人当貸出冊数（2010年4月1日～2010年12月15日）
貸出ランキング

オンラインで読める新聞はありますか？

本学図書館では現在、読売新聞・朝日新聞・日経４誌（日本
経済新聞、日経産業新聞、日経流通新聞MJ、日経金融新聞）

をオンライン（学内 LANのみ）で読むことが出来ます。
図書館HPトップの「主要データベース一覧」から「新聞記事検索」
を選択すると、各紙データベースの案内とリンクがあります。
各紙とも基本的にオンライン上で全文が閲覧可能です。日付は
もちろん、キーワードで記事を探すことも出来ます。
●一番アクセスの多い新聞は日経４誌　
　　　　　　　　　　　１か月：約 18000 アクセス
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02  ブクログ
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やってます。

大宮豊洲芝浦各館の企画展示本や
「図書館スタッフおすすめ本」など、
本選びの参考にぜひご覧ください！！

ブクログとはWeb上に仮想本棚を作成できる、無料サービスです。

芝浦工業大学図書館の
ブクログです。

http://booklog.jp/

携帯からも見られます。→→→→

▶芝浦工業大学 図書館の本棚
   http://booklog.jp/users/shibauratlib


