
 

図書館からのお知らせ 

お知らせ News 

豊橋技術科学大学附属図書館  

発行日 2014.7.8 

  目次： 

お知らせ   

 ・ 夏期休業期間中の長期貸出  

  ・ フリートライアル実施中の 

   お知らせ RSC  

 

 ・ マイライブラリ等の利用に関する注意 1 

 ・  図書館でクールシェア 1 

 トピックス   

  ・ 2013年度修士論文PCコーナー  

   で公開 

2 

 ・ ブックハンティング選書図書紹介  

  ・ 男女共同参画図書コーナー   

 ・  系推薦図書を募集しています 

   （教員対象） 

 

 ・各データベースバージョンアップ 

  情報  SciFindeｒ /  

      ScienceDirect  / Scopus 

3 

知って得する利用ガイド  

 ・ Springer YouTube チャネルで 

   チュートリアル提供 

 
 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20140708.pdf 

夏期休業期間中の長期貸出について 

 このことについて，次のとおり実施しますのでお知らせします。 

 【貸出手続期間】  

    【学生】 ⇒ 平成26年7月25日（金）～平成26年9月１6日（火） 

  【教職員】⇒ 平成26年7月25日（金）～平成26年9月6日（土） 

 【返却期限】   平成26年10月6日（月） 

 【貸出冊数】   学生・教職員ともに12冊以内 

   ※上記期間中は，貸出可能冊数を増やしています。 

 良好な図書館環境を提供するため，７月から図書館開館時に，

閲覧室の冷房を開始しました。各部屋の節電対策に，身近な

クールシェアスポットとして図書館を是非ご利用ください。 

フリートライアル実施中のお知らせ 

 Royal Society of  Chemistry（英国王立化学会）電子ジャーナ

ルのフリートライアルを実施しています。 

 トライアル期間は今月末までで終了となります。この機会に是非

ご利用ください。 

  RSC発行の雑誌 45タイトル（無料３タイトル含む）の 

 電子ジャーナル本文が利用できます。 

  【トライアル期間】 2014年5月１日～7月31日 （3ヶ月間）  

  【接続先】     http://www.rsc.org/Publishing/Journals/ 

  【お知らせ】  

      http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/14RSC_trial.pdf 

 

 ※ 電子ジャーナル利用上の注意を順守の上ご利用ください。 

図書館で
クールシ

ェア 
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マイライブラリ等の利用に関する注意 

 現在, Mac OS X のSafariで学認やマイライブラリなどにアクセス

した場合，ログインに不具合が起きています。その場合は，FireFox

やGoogle Chrome など別のブラウザをご利用ください。  

 【詳細】 http://imc.tut.ac.jp/news/193  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/14RSC_trial.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/Fair_use_J.pdf
http://imc.tut.ac.jp/news/193
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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。 

ブックハンティング選書図書紹介 

 6月9日(月)から21日(土）にかけて(株)精文館書店にご協力頂き，構内の福利 

施設書店にて，ブックハンティング企画を開催しました。  「ブックハンティング」は， 

書店で学生さんに，直接図書館に置いて欲しい本を選んでもらおうという企画です。  

  全部で7名の参加があり，14冊の本を選書頂きました。図書館に所蔵していなかっ

た本はすべて購入しました。参加して頂いた皆さんありがとうございました。  

  購入した本は，新着コーナー横に展示，配架しています。  

 

  【リスト】 ブクログサイト「カテゴリ：ブックハンティング2014」で公開中です。  

              http://booklog.jp/users/tutlibrary  

2013年度修士論文 PCコーナーで公開 
  2013年度の修士論文PDFファイルが，図書館1Fパソコンコーナーの専用端末でご覧頂けるよう

になりました。（但し，一部公開留保希望の論文を除きます。） 

   

    【修士論文の検索・閲覧】 

    2008年度以降修了 ⇒ 専用端末で検索・閲覧 

  2007年度以前修了 ⇒ 1F集密書庫に所蔵している冊子を閲覧（年度・番号順に並んで 

             います。「修士論文題目一覧リスト」あり。）  

  ※ 複写・プリントアウトする場合は，著作権法の複写許容範囲内でお願いします。  

男女共同参画図書コーナー 7月～9月  

  1階 男女共同参画図書コーナーの図書が7月に新しくなりました。  

今回のテーマは，「理科系」 「キャリア・しごと」 「いのち」 「社会・男女共同参画」で

す。普段図書館には置いていないタイトルの本100冊を，国立女性教育会館女性教

育情報センターからお借りしています。  

  通常の貸出枠とは別に，一人3冊, 2週間貸出できます。 

   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/PKG2014-12.xls  

              ブクログサイト「カテゴリ：男女共同参画コーナー図書」  

              http://booklog.jp/users/tutlibrary  

http://booklog.jp/users/tutlibrary?display=front&category_id=2543639&status=0&rank=0&sort=sort_desc
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2014-12.xls
http://booklog.jp/users/tutlibrary?display=front&category_id=1774721&status=0&rank=0&sort=sort_desc
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 系推薦図書を募集しています（教員対象） 

各データベース バージョンアップ情報  

  ★ SciFinder 化学文献検索データベース   

    【6月バージョンアップ内容詳細】  

     ・構造作図ツールの強化ほか  

     http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_201406.pdf 

     ・その他これまでに追加された新機能については，技術資料のページを参照ください。 

     http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/sci_tecdata.html 

  

   またSciFinder 利用の際は，以下の事項に留意してご利用ください。 

    ◆ Internet Explorer 8 をご利用の場合 

       「ツール」プルダウンメニューの「互換表示」のチェックを外してご利用ください。 

    ◆ Java 7 update 51 以降をご利用の場合 

       Java プラグインによる構造作図を行うためには，設定が必要です。 

       Java コントロールパネルの「セキュリティ」タブで，例外サイトとしてSciFinder の  

       URL (https://scifinder.cas.org/) を追加してください。 

    ◆ エラーへの対処法 

         http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_trouble.pdf 

    ◆ IDの取得について (メールアドレスの変更方法) 

       SciFinder のIDを取得できるのは，1ユーザーあたり1つだけです。大学院進学等で 

      メールアドレスに変更があった場合は，新しいIDを取得するのではなく，登録メール 

      アドレスを変更してください。 

            http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf 

※ SciFinderの利用には 

ユーザID登録が必要です 

   登録は簡単！  

  ★ ScienceDirect エルゼビア社電子ジャーナル 

  【6月バージョンアップ内容詳細】  

     ・論文ページがモバイルデバイス用に最適化 ほか   

   http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0014/207041/sd_release_201406.pdf 

 ★ Scopus 抄録・引用文献データベース 

      【6月バージョンアップ内容詳細】  

     ・中国語（簡体字）インターフェースリリース ほか 

     http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/207035/scopus_release_201406.pdf 

  各系の情報基盤機構委員を通じて，現在図書館に配架する学生用図書の系推薦図書を募集してい

ます。専門分野の定本，新刊書，教養の向上に役立つもの，シラバス掲載の参考図書など（DVD・ビデ

オ・CD-ROMを含む）学生用図書の整備のためにご推薦頂きますようお願いいたします。 

  過去に購入した系推薦図書は， 

資料の検索OPAC https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ の 

 「高度な検索」項目内 系推薦図書 でご覧いただけます。  

http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_201406.pdf
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/sci_tecdata.html
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_trouble.pdf
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0014/207041/sd_release_201406.pdf
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0017/207035/scopus_release_201406.pdf
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://opac.lib.tut.ac.jp/mylimedio/dirsearch/dirsearch.do?dirid=kei_suisen&nodeid=kei_suisen&lang=ja&pnode=


   ※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.tut.ac.jp 

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

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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    YouTubeにシュプリンガー・ジャパンのチャネルが開設されました。 

    【URL】  http://www.youtube.com/springerjapanvideos 

 

    現在，掲載されている動画は 

   以下のとおりです。 

    電子ジャーナルや電子ブックの 

   使い方，SpringerMaterials デー 

     タベースの検索方法が，動画を見 

     ながら学習できます。 

  

   ★ SpringerLink       チュートリアル 6本 英語音声，日本語字幕 

        ジャーナルやブックの閲覧方法，サイテーションのエクスポート など  

   ★ SpringerMaterials    検索事例 6本 日本語音声  

       1.1 合金作成：軽合金に関する情報を調べる 

       1.2  軽量性と高熱耐性を兼ね備えた合金の情報を収集する 

       2.   電池の原材料回収：手順について情報収集する 

       3.  超伝導ケーブル：送電効率の高い材料を調べる 

       4.1 光通信材料 特定の波長の光を出す半導体材料を探す 

       4.2 具体的に知りたい半導体材料を調べる（窒化ガリウム）   

   

    ・Springer Materials英語版のDemo Video はUser GuideのHelp メニュー からご覧ください。  

       http://www.springermaterials.com/docs/userguide/userguide.html 

       ・その他pdf版などの各種ガイド資料は，図書館HPの ガイド ＞ 利用ガイド  

    http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.htmlからもダウンロードできます。ご利用ください。 

 Springer YouTubeチャネルでチュートリアル提供 

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。 

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.youtube.com/springerjapanvideos
http://www.youtube.com/springerjapanvideos
http://link.springer.com/
http://www.springermaterials.com/
http://www.springermaterials.com/docs/userguide/userguide.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html
http://www.youtube.com/springerjapanvideos

