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8月8日(金)～8月31日（日）の図書館の
開館時間のお知らせ
8月8日（金）～8月31日（日）の附属図書館の開館時間は，次のと
おりです。いつもの20時までではなく，17時15分までの短縮開館と
なっていますのでお間違えのないようにお願いします。

・ 8月8日(金)～8月31日（日）の
図書館の開館時間のお知らせ
・ 夏期休業期間中の長期貸出
実施中
トピックス
・ Web of Science 自然科学分野
利用開始
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・ オープンキャンパスの図書館

【8月の開館状況表】
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kakirinji14.pdf

・ ｼﾗﾊﾞｽ関連図書リスト掲載
・ オンライン講習会情報

また，停電・一斉休業及び省エネのための臨時閉館についても併
せてお知らせします。なお，臨時閉館については，特別利用も停止
いたします。
１．開館時間
通常開館
（有人開館）

特別開館
（無人開館）

月～金曜日

9:00 ～ 17:15

0:00 ～ 8:30，
17:15 ～ 24:00

土・日曜日

―――

0:00 ～ 24:00

※なお，8月23日（土）は本学オープンキャンパスのため，
10:00～17:00まで通常開館（有人開館）とします。
２．臨時閉館（特別利用も停止）
平成26年8月8日(金) 17:15 ～ 8月18日(月) 9：00
※受変電設備定期点検による停電・一斉休業
及び省エネのため

夏期休業期間中の長期貸出 実施中
現在，次のとおり実施していますのでお知らせします。
休み明けまで借りることができます。ぜひご利用ください。
【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。

・ 教員著作物 御寄贈のお願い
知って得する利用ガイド
・ Scopus 著者プロファイルと名寄せ
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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。

Web of Science 自然科学分野 利用可能
【URL】 http://webofknowledge.com/wos
トムソン・ロイター社のWeb of Science Core Collection (旧Web of Science) が，研究大学強化促進事
業により，8月1日より利用可能になりました。 引用文献情報を含む世界最大級の文献情報データベース
です。
自然科学分野文献情報 Science Citation Index Expanded （SCIE)1993.4-最新 ,
会議録文献情報

Conference Proceedings Citation Index(CPCI) 1990.4-最新 が検索できます。

簡易マニュアル・よくある質問・ビデオガイドなどは サポートページをご覧ください。
【詳細】

http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/wos/

【サポートページ】http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/wos/support/

オープンキャンパス(8/23) の図書館
【附属図書館のオープンキャンパスの内容】
“学びの場・図書館で，身近にある科学に触れてみよう！”
今年も，好評の「ものしりクイズ」･「折り紙」に加え，「絵本の読み聞かせ会」を行います。
・DVD上映会 （科学DVD・本学紹介DVD）
・附属図書館見学ツアー
・絵本の読み聞かせ
・ものしりクイズに挑戦
・折り紙・切り紙で楽しもう (多面体折り紙など)
・絵本で楽しもう
オープンキャンパスの催事は午後4時までです。
尚，午前10時から午後5時まで開館し，貸出などの通常業務も行っています。ぜひご来館ください。

シラバス関連図書リストを掲載しています
図書館ホームページに 平成26年度のシラバス（Dream Campus）に記載されている参考書・教科
書のリストを掲載しました。 所在・貸出状況はOPAC所蔵情報へのリンクからご確認ください。
リストに複数掲載されていても，同じ資料IDのものは１冊の所蔵です。
【シラバス関連図書リスト】
学部
⇒
http://www.lib.tut.ac.jp/list/H26syllabus_g.html
博士前期 ⇒ http://www.lib.tut.ac.jp/list/H26syllabus_h.html
博士後期 ⇒ http://www.lib.tut.ac.jp/list/H26syllabus_h2.html
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オンライン講習会情報
★JCR・ESI インターネット講習会 他 （トムソン・ロイター社)
新しくなったJournal Citation Reports やEssential Science Indicators の使い方が学べます。
後日，録音版も提供される予定です。過去に開催された，Web of Science, EndNote Basicに関す
る講習会内容もこのインターネット講習会スケジュールページからご覧いただけます。
【講習会スケジュール：内容詳細・参加登録など】
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/wos/training/

JCR インパクトファクター 最新情報と利用方法
【日程】 8月4日 (月)

16:00～16:45

ESI 注目論文の探し方
【日程】 8月4日 (月)

17:00～17:45

新生Web of Scienceの概要

平成26年 １月21日開催 録音版

初めての文献管理 EndNote Basic

平成25年11月26日開催 録音版

★SciFinder インターネットセミナー （化学情報協会）
【日程】 ・8月29日 (金) 11:00～11:30： 生物活性情報の調べ方
・9月19日 (金) 11:00～11:30： 物質回答の絞り込みや解析 (1)
・10月17日 (金) 11:00～11:30： 物質回答の絞り込みや解析 (2)
【申し込み方法】 次のサイトからお申込みください。
http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html
【録画版の案内】
セミナーに参加いただけなかった方や，もう一度セッションをご覧になりたい方は，過去の内容が
e-ラーニングサイトの「ビデオ形式教材」の項目に掲載されています。ご参照ください。
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html#webex

教員著作物

御寄贈のお願い

附属図書館では，1Fに教員著作物コーナーを設置し，本学教員の方の著作物を展示・貸出し
ています。図書を執筆あるいは出版された場合は，ぜひ図書館にご寄贈をお願いいたします。
【OPAC所在】1F・教員著作物
【配架場所】http://www.lib.tut.ac.jp/map/1F-kyouin.gif
また，図書についても，本学の学術機関リポジトリ

https://repo.lib.tut.ac.jp/

に掲載可能な場合があります。掲載可能かどうかは，図書館で出版社に問い合わせますので，
まずは図書館までご一報ください。
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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。

Scopus 著者プロファイルと名寄せ
【Scopus接続先URL】

http://www.scopus.com/

Scopus 抄録・引用文献情報データベースは, 論文検索に利用するだけでなく,評価・分析ツールとし
て特定著者や機関の動向を把握するために利用することも可能です。著者の動向を一覧することができ
るのが著者プロファイルです。
Scopusの著者プロファイルは，収録されている全文献を対象に，様々な情報を高度なアルゴリズムによ
り解析して名寄せを行うとともに，かつ一方でマニュアルによる著者フィードバックを組み合わせることで，
より正確なプロファイルを実現しようとしています。2014年6月のバージョンアップでは，著者プロファイルの
機能強化により，著者の文献リスト・被引用文献リスト・共著リストの一画面での表示や文献数・被引用数
のグラフ化など大変見やすくなりました。

ScopusからORCIDへのデータ
インポートも可能
※ORCID とは？ 研究者に一意の識
別子を付与することにより名寄せ問題を
解決し各種の学術コミュニケｰションを円
滑にすることを目的とした非営利団体

修正はここから
この著者プロファイルデータの正確性・信頼性には著者の同定・名寄せが重要ですが，同姓同名・異な
る名前で出版･異動・改姓など，名寄せを困難にしている要因もあり，著者ご自身によるフィードバックがよ
り正確なデータには必要となっています。著者フィードバックは次の３カ所から可能です。
・Scopus著者一覧から

※著者プロファイルの統合を依頼

・Scopus著者プロファイルから ※著者プロファイルの修正を依頼 （違う研究者の論文が含まれるときなど）
・直接アクセス

http://www.scopusfeedback.com

詳しい手順は，クイックレファレンスガイドの p.7 を参照ください。
http://www.elsevier.com/jp/online-tools/scopus/users/scopus_qrg_japanese.pdf

※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

