図書館からのお知らせ

発行日

2013.12.10

豊橋技術科学大学附属図書館

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20131210.pdf

お知らせ News
蒸し暑い日が続いています。
2013年も最終月となりました。2013年図書館は，機関リポジトリの正式運
夏も図書館は節電に協力しています。身体にとって水分補給
用開始から始まりました。後半になり，新規データベースや電子ブックの
は 大 切 で す が ， 館 内 で の 飲 み もの は ，指 定 場 所 ( １ 階 ロビ ー と ガイ ド
導入など電子資料も充実させることができました。
ブックコーナー横の席のみ)でお願いいたします。
ebrary 洋書電子ブックやWileyのトライアルも継続

中です。(「知って得する利用ガイド」もご参照ください。)
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これだけ多くの電子ブックが利用できるまたとない機会
ですので，是非ご活用頂きたいと思います。

実務訓練期間中における図書の
長期貸出について
実務務訓練期間中で図書の貸出や返却ができない方の
ために，貸出期間・冊数を変更して，対応します。
通常7冊貸出のところ，10冊まで貸出可能になります。
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【対象者】 学部４年生の実務訓練受講者
【貸出手続期間 】
平成２５年１２月５日(木)～ 平成２６年２月８日(土)
※貸出延長はできません。ご注意ください。
【返却期限】 平成２６年 ３月１日(土)
【貸出冊数】 10冊以内

年末年始の開館について
★ 12月25日(水)・26日(木) 8：30～17：15 は
完全閉館
・館内大掃除のため臨時閉館とします。
この時間内は特別利用も停止します。ご注意ください。
★ 12月27日(金) ～1月5日(日) 終日 特別開館(無人開館)
・特別利用時間帯は，専用入り口から入館してください。
・身分証(学生証・職員証カード)と入館のためのパスワー
ドが必要です。パスワードは，図書館利用ガイダンス受講時に
お渡しした4桁のパスワードです。
★ 1月6日(月)・7日(火) 9：00～17：15 短縮開館(有人開館)
・1月8日(水) から通常の開館に戻ります。
詳しくは，図書館ホームページのお知らせ・カレンダー等を
ご覧ください。

4

Page 2

図書館からのお知らせ

「古本市」不用になった図書を頒布します(学生対象)
図書館で不用になった図書の頒布を学生対象に行います。先着順 なくなり次第終了です。
【配布期間】 12月１６日(月)～20日(金) 各日 9：00 ～ 16：00
(途中昼休みあり)

5日間限定

【配布場所】 図書館2階 グループ研究室
【対象】

本学学生(学部生・大学院生・研究生)
(教職員への頒布は学生への頒布後 1月６日(月)～１０日(金)を予定しています)

【配布価格】 1冊 100円 (税込)

冊数制限なし

【配布図書リスト】 (学内限定ページ)
その１

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/kosho201312-1pdf

その２

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/kosho201312-2pdf

【その他】
・２階グループ研究室内に展示してある図書から，各自欲しい図書を選び, 担当係員に
学生証を提示してその場で冊数分の代金をお支払いください。
・当日お支払い頂きますので, お釣りのないようにお願いします。
・お持ち帰り用のマイバッグもお持ちください。
・リストの図書が頒布済みかどうかのお問い合わせはできません。ご了承ください。

トピックス Topics
本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。

ScienceDirect 電子ブックが利用可能になりました
エルゼビア社 ScienceDirectの電子ブック2013年 Engineeringコレクション 124冊が利用可
能になりました。電子ジャーナルと同じプラットフォームから利用できます。公正な利用にご留
意頂き，研究，学習にご活用ください。
【購入電子ブック】 http://www.sciencedirect.com/science/books/a/subscribed
【利用可能】
2013年 Engineering コレクションの124タイトル
【タイトル一覧】 http://www.lib.tut.ac.jp/search/SD_ebEng2013.xlsx

Mendeley のマニュアルができました
無料の文献管理ツール Mendeley(メンデレー) のマニュアルができました。
【マニュアル】
クイックリファレンスカード(pdf)
【オンライン講習会資料】
http://japan.elsevier.com/trainingdesk/archive.html#mendeley
10月に行われたオンライン講習会の録音版・スライド資料もエルゼビア社のホーム
ページに掲載されています。
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ペナン関連のガイドブックなどが利用できます
マレーシアに本学のペナン校が開校しました。図書館ではマレーシアやペナン関連のガイド
ブックなども配架しています。どうぞご利用ください。ガイドブックは貸出可能です。
★1階 地図・ガイドコーナー
「地球の歩き方 ペナン・ランカウイ・クアラルンプール 2012」
「るるぶ マレーシア」
「マレーシアで暮らしたい！マレーシア「ロングステイ」公式ガイドブック」
★3階 開架書架
「まずはこれだけマレーシア語 CD-Book」 【図・3F開架 829.42||AR】
「絵で見て話せるタビトモ会話 マレーシア」 【図・3F開架 829.427||OH】
「ペナン マラッカ海峡のコスモポリス 」 重松伸司著 【図・3F開架 223.9||SH】
「母と子のマレーシア通信 娘のホームステイ体験から」渡辺弘子著(中公新書1182)
【図・3F文庫新書】

SciFinder インターネットセミナーのお知らせ
化学情報データベース SciFinderのインターネッ
トセミナーが開催されます。
11月に本学で実施しました講習会に参加できなかっ
た方，ご興味のある方は，以下のスケジュールページ
から各自登録してご参加ください。
また，過去のセミナーの内容については，e-Learningのページでご覧いただけます。
【スケジュールページ】
http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html
【e-Learning(ビデオ教材)】http://www.jaici.or.jp/sci/elearning/index.html#webex
★ 12 月 13 日 (金) 11:00～11:20
・SciFinder 著者名・組織名をもれなく検索するには
★ 1 月 31 日 (金) 11:00～11:20
・2013 年 12 月の新機能
尚，講習会時に配布しました検索ガイド(冊子版)を入手されたい方は，図書館までお問い合
わせください。その他，SciFinderの新機能や検索テクニックを記載した技術資料も公開されて
います。
【技術資料】

http://www.jaici.or.jp/sci/sci_tecdata.htm

SciFinderの利用にはユーザー登録が必要です。
ユーザー登録の方法は 図書館HP10月31日付お知らせをご覧ください。
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知って得する利用ガイド User guide
図書館の利用，文献検索など，使って欲しい便利な機能について，順次お知らせします。是非ご利用ください。

電子ブック紹介 Wiley編
Wiley Online Books

のトライアルを２月末まで行っています。
この期間中は,レファレンスワークス(百科事典・ハンドブック類)以外の全分野・全約14,000タ
イトルが利用可能となっています。３月以降は利用の多かったタイトルを継続して利用頂けるよ
うにします。是非この機会に,Wileyの電子ブックをお試しください。
【Wiley Online Libraryプラットフォーム】http://onlinelibrary.wiley.com/

Wileyは
南京錠の
開いてい
るマーク
がフルテキスト
利用可能です

２月末まで
ほぼすべて
のBookが
利用可能

【電子ブック専用ページ】
★分野別に見る → http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-816126.html
★各分野の新刊・ベストセラー・受賞作などを見る
→ http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-818034.html
Learn more から入ります
【マニュアル】
・オンラインブックス・オンラインチュートリアル(日本語音声付き)
http://www.brainshark.com/wiley/jpbook
・Wiley Online Library ユーザーガイド(pdf) p.11-12: 電子書籍
http://media.wiley.com/assets/2252/79/JPN_OL_user_guide_06-08-10.pdf
Wileyの電子ブックは ChapterごとにPDFファイルで閲覧できます。保存・印刷も可能。
公正な利用にご留意いただき，個人の研究・調査のためにご利用ください。
機械的・大量ダウンロードは厳禁です。

※過去のお知らせは，
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
こちらのページからご覧いただけます
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