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  新年度が始まりました。御入学・進級おめでとうございます。図書館では 

４月から５月にかけて，新しく大学に来られた方のための図書館利用ガイダン

スや，各種データベースの使い方に関する文献情報ガイダンスや利用講習

会を実施しています。是非ご参加ください。 
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  この４月から学生証・職員証がICカードに変更されたことに伴い，

図書館へ入館するときの入館ゲートと，図書自動貸出返却装置がIC

カード対応になりました。 

 

  ★入館するときは， 

  学生証・職員証（ICカード）を，入館ゲートの上部「IC」と記載されて

いる青色の部分にタッチして入館してください。 

まだ新しいIC対応のカードをお持ち出ない方は，カウンターで入館用

の仮カードをお渡ししますのでカウンターまでお申し出ください。 

    

  ★本を図書自動貸出返却装置で借りるときは，  

  画面に従って，学生証・職員証（ICカード）を指定の場所に置いて

利用してください。これまではカードを機械に挿入していましたが，こ

れからは指定の場所に置き，その上に図書を置くことでデータが読み

取られます。 

 

  ★特別開館時間帯に図書館へ入館する際は， 

 学生証・職員証とパスワードを使って特別開館専用入口から入館し

ますが，その際はこれまでどおりスリットにカードを通して入ってくださ

い。新入生および新しく大学の教職員になられた方は，図書館利用

ガイダンスの受講をすると，パスワードが有効になり特別開館時間帯

の入館が利用可能となります。 

 

  ※ 特別開館時間帯とは、次の時間帯です。職員は不在です。  

     通常期間 月～金   20:00 － 翌朝8:30 

             土       前日20:00 ー 12:30, 17:00以降 

                        日・祝日  終日 

入館ゲート・図書自動貸出返却装置が 

IC対応になりました 
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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。 

雑誌 Ｓｃｉｅｎｃｅ に本学の記事が掲載されています 

 外国雑誌 Science Vol. 343  No. 6178  2014年 p.1534-1535 に本学の記事が掲載

されています。 1Ｆ知の泉コーナーに展示している冊子をご覧ください。（電子ジャーナ

ル版ではご覧頂けません。） 

 尚，この記事に掲載されている  「研究大学強化促進事業」の費用で購入しました図書も続々と利用可能

になっています。そのうち，「ＣＭＣテクニカルライブラリシリーズ」などが現在新着図書コーナーに配架されて

います。   

 利用者の方々の研究・学習活動に活用いただくため，次のとおり文献情報ガイダンスを実施します。 

  一人でもグループでも予約可能です。電子ジャーナルやデータベースの利用講習会は，各社の専門トレー

ナーによる講義と実習になります。直接質問等ができる良い機会ですので，是非ご参加ください。  

 

 【開催日（予約期限）および予約用紙】    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/14guidance_all.pdf  

                            3月28日付け図書館のお知らせ をご覧ください。 

 【予約用紙の提出先】     図書館カウンター または 教務課 情報・図書室 情報サービス係 まで 

                 ※ 開催日時・予約申込期限が 各コースで異なりますのでご注意ください。 

 【開催場所】           情報メディア基盤センター１階 第２端末室 

         専門トレーナーによる利用講習会 
  ★Ｓｃｏｐｕｓ＋Ｍｅｎｄｅｌｅｙ 

     4月15日（火） 13:10-14:10  

   ・Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください 

  ★SpringerMaterials 

     4月18日（金） 13:10-14:10  

  ★JDreamⅢ 

      4月23日（水） 13:10– 14:10  

   ★SciFinder 

     4月24日（木） ①10:30-11:30  ②14:40-15:40 

   ①②以外の時間帯以外を希望の場合は図書館へ 

   ご相談ください。  

    ・事前にユーザ登録をしてきてください 

    ★ＳｃｉenceDirect 

     5月9日(金）  13:10-14:10   

  ・Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください 

  ★SpringerLink (EJ+Ebook) 

      5月15日(木) 14:40-15:40    

  各データベースの内容は図書館HPをご覧ください。 

要予約 文献情報ガイダンス・利用講習会開催 4/15-5/16 

    図書館職員による文献情報ガイダンス     

 ★OPACコース OPACの利用 

    4月16日（水）          13:10-13:50  

    4月17日（木）, 21日（月）, 22日（火） 

                 各日 14:40-15:20 

     OPAC初心者向け 

   ・電子ブックの検索・利用 

   ・マイライブラリの利用  など概説・実習 

 ★論文検索コース  論文検索DBの利用  

    5月7日（水）, 8日（木） 各日 14:40-15:３0 

    5月14日（水）           9:10-10:00  

   5月１２日（月）, 13日（火）, 16日（金)  

                            各日  13:10-14:00  

    研究に必要な論文を効率的に探して収集 

   したい方向け 

   ・本学で利用できるデータベースの特徴を概説 

   ・主に CiNii を使って実習 

初めての講習会 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/14guidance_all.pdf
https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/jp/online-tools/mendeley/users/mendeley_qrg_japanese.pdf
http://www.springermaterials.com/
https://dbs.g-search.or.jp/jds/pj/IpAddressAuth
https://scifinder.cas.org/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html
http://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/jp/online-tools/mendeley/users/mendeley_qrg_japanese.pdf
http://link.springer.com/
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html
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電子ブックタイトル追加 Wiley レファレンスワーク 

 Wiley社が刊行している電子ブックのうち，電子版百科事典・ハンドブック類を，７タイトル

購入しました。Wiley Online Library サイトで利用できます。 

 

【購入タイトル】 

  ・Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology  カークオスマー工業百科事典 

  http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471238961 

 

  ・ eMagRes (Encyclopedia of Magnetic Resonance)  核磁気共鳴百科事典 

        http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470034590 

 

  ・Organic Reactions   有機反応 

  http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471264180 

 

  ・Patai’s Chemistry of  Functional Groups   パタイの官能基化学 

  http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470682531 

 

  ・Characterization of Materials  材料のキャラクタリゼーション 

        http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471266965 

 

  ・Handbook of Combustion   燃焼ハンドブック 

        http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527628148 

 

  ・Handbook of Social Psychology 社会心理学ハンドブック 

      http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470561119 

  

【マニュアル等】 ご利用の手引き http://www.wiley.co.jp/electronic/user.html 

         オンラインチュートリアル http://www.brainshark.com/wiley/jprw 

 1階 男女共同参画図書コーナーの図書が４月から新しくなりました。  

今回，4-6月は，「理科系」 「メディア」 「家族」 「男女共同参画・ジェンダー問題」に関する図書です。 

 普段図書館には置いていないタイトルの本100冊を，3か月ごとに入れ替えて国立女性教育会館女性

教育情報センターからお借りし展示中です。  

 通常の貸出枠とは別に，一人3冊, 2週間貸出できます。貸出カウンターでノートに記入して貸出します。

どうぞこの機会にご利用ください。  

 図書館で購入して欲しい本がありましたら，購入希望のリクエストも受け付け

ています。 

  【リスト】   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2014-13.xls 

  【ブクログ】 カテゴリ：男女共同参画コーナー図書 

             http://booklog.jp/users/tutlibrary  
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男女共同参画コーナーの図書が新しくなりました  

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471238961
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470034590
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471264180
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470682531
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471266965
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527628148
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470561119
http://www.wiley.co.jp/electronic/user.html
http://www.brainshark.com/wiley/jprw
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2014-13.xls
http://booklog.jp/users/tutlibrary?display=front&category_id=1774721&status=0&rank=0&sort=sort_desc


   ※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 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ■国立大学法人豊橋技術科学大学 教務課情報・図書室 内線６５６２ 情報管理係  

   附属図書館ホームページ  http://www.lib.tut.ac.jp 

機関リポジトリサイト https://repo.lib.tutac.jp 

   ブクログサイト  ＰＣ版 http://booklog.jp/users/tutlibrary 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ４月中旬から開催します文献情報ガイダンス・利用講習会の情報は，図書館ホームページの 

「ガイド」＞「ガイダンス」のページで順次公開します。ガイダンス終了後，ガイダンスで配

布した資料も学内限定公開で掲載しますので，参考にしてください。 

 また，図書館で作成しているLibrary Guide Sheet, 各社の作成しているマニュアル等も

「利用ガイド」のページから閲覧，ダウンロードなどが可能です。ご活用ください。 

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。 

ガイダンスの情報はホームページからも入手できます 
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利用ガイドのページ 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/
https://repo.lib.tut.ac.jp
http://booklog.jp/users/tutlibrary
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html
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