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芝浦工業大学図書館ニュースレター

被引用文献ベスト3
  （2020年12月現在Scopus調べ）
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『なるほどベクトル
ポテンシャル』
資料 ID： 1012220519
請求記号：427/Mu43

New グローバルに参加した
学生のコメント
グローバルに参加した
学生のコメント

「High-temperature superconductor 
bulk magnets that can trap magnetic 
fields of over 17 tesla at 29 K」

Nature, 2003, 421（6922）, 517-520p （被引用数 703回）

「A new process with the promise of high Jc
 in oxide superconductors」

Japanese Journal of Applied Physics, 1989, 28（7 R）, 
1189-1194p（被引用数 670回）

「Melt processing for obtaining 
NdBa2Cu3Oy superconductors with 
high Tc and large Jc」

Applied Physics Letters, 1994, 
65（5）, 633-635p（被引用数 547回）

国際PBLプログラム（台
湾）に参加した。本研究
のほか、現地の学生と観
光地をめぐったり、様々
な交流を通じて多くのこ
とを学ぶことができた。

マレーシア、アメリカの
他5カ国に留学しました
が、中学生程度の英語
力があれば、大抵のこ
とは大丈夫です。語学
をみっちり勉強したい人
は、単独で英語圏にい
くことをおすすめします。

参加した学生の声『THE STORY OF 
MY LIFE』
資料 ID：1710496877
請求記号：289.3/Ke32

資料 ID:1720080716　  請求記号 :933.7/J64

『Who Moved My Cheese?』

『What I Wish
I Knew When 
I Was 20』

資料 ID:1710496886
請求記号 :159/Se15

『教職協働による
大学改革の軌跡』
資料 ID:1012226906
請求記号 :377.1/Mu43

New

学生のうちに読んでおきたい洋書

～特筆すべき資料の数々に大注目～
村上雅人学長に学ぶ !村上雅人学長に学ぶ !
研究者、教員として長年の功績はもちろん、関東工学協会常務
理事や日本数学検定協会評議員など、多方面でご活躍されて
いる村上学長。2014 年に本学が私立理工系大学唯一のスー
パーグローバル大学 (SGU) として文部科学省より採択されて
以来、「世界に学び、世界に貢献するグローバル理工学人材の
育成」に尽力されています。高校時代にアメリカ・カリフォル
ニア州へ留学したご自身のご経験もあり、積極的なグローバル
化を推奨され、学内での国際意識も高まりを見せています。
ただいま豊洲・大宮図書館では「村上雅人学長に学ぶ！」
特別展示を行っています。学長の著書で利用の多
い書籍や、世界中で引用されている論文な
ど、幅広くご紹介しています。

01.特集

豊洲・大宮  展示コーナーにて
展示中です。

村上雅人学長

貸出ベスト5
  （2016年4月～2020年11月）
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超伝導の謎を解く

なるほど電磁気学

超電導リニアの謎を解く

なるほど線形代数

高温超伝導の材料科学
: 応用への礎として
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All library

全館

All library

全館

みなさんは、コロナ禍をどう過ごして
いますか？  在宅時間が増えた今だから
こそ、授業や研究の合間の息抜きに読
んでみませんか。一度見た映画もこれ
から鑑賞するものも、書籍の力により
一味違う見え方があるのではないで
しょうか。様々なジャンルの作品をご用
意し、文庫小説コーナーに展示中です。

OH! MY LIB CAFE vol.402021. SPRING

図書館 news02.

図書館 Best503.

詩集｢故園の雪｣｢雪の美しい國｣就職支援

Omiya Library

大宮

Toyosu Library

豊洲

新建築
データ活用中

鈴見健夫理事長の御尊
父、鈴見健次郎氏の詩集
復刻版が出版されました。
本詩集は、以下メディアに
も紹介され、多くの方々が
関心を寄せられています。
図書館では、冬の季節に
併せて学生に紹介したと
ころ、とても読みやすいと好評です。冬の展示に欠かせ
ない資料の一つとなりました。
・ 北海道新聞2020年11月13日㈮夕刊４面「道内文学」
・ 「空中庭園な日々「空への軌跡」別館―北海道の詩誌
を中心に&気になるニュース」
 2020 年 11月5日『故園の雪』『雪の美しい國』
http://blog.livedoor.jp/gliding_flight/archives/cat_214
47.html (2021.1.18)

WEB面接、オンラインインター
ンと就職戦線も様変わり。最
新の就職関連本や新聞データ
ベースから欲しい情報をピンポ
イントで入手し、確実な対応・
対策を。就活にも図書館サー
ビスをフル活用しましょう。

映画化小説展示中

新建築Online版の利用登録者数
（2020年12月3日時点）666人

利用者の

新建築データ公式 Twitter

～あの名作から話題の最新作まで～ 

最新ニュースや今後のアップデートなどが配信されています。
SNSの利用で、更に多くの情報を得ることができます。

（@shinkenchikud）

声
事例調査のため利用しました。
手軽に調べることができて良
かったです。（建築4年生）

設計アイディアの参考に使いま
した。事例調査が容易で、見つ
けやすかったです。（建築4年生）

予め見たい作品を決
めておくと、使いや
すいと思います。

（建築4年生）

図面資料の検索をしました。外
出せずに図面を見ることができ、
スキャンの必要がないので便利
です。カテゴリ毎に分類し、検
索できるようになると嬉しいで
す。（建築4年生）

TOEIC　貸出ベスト5
（2020年4月1日～ 2020年11月30日）

1 公式TOEIC Listening & Reading 
問題集（1-6）
［請求記号］830.79/E24/語学 貸出回数  381

公式TOEIC Listening & Reading 
トレーニング（リーディング・リスニング）
［請求記号］830.79/E24/語学 貸出回数  36

TOEIC L&Rテスト究極のゼミ
Part5&6
［請求記号］830.79/Ma26 貸出回数  16

TOEICテスト新形式精選模試
リーディング2
［請求記号］830.79/Ka86 貸出回数  13

1駅1題新TOEIC TEST文法特急2
急所アタック編
［請求記号］830.79/H27 貸出回数  10
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新刊 公式TOEIC Listening & Reading 問題集7も宅配で貸出できます！


