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豊橋技術科学大学附属図書館

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20140912.pdf

お知らせ News
８月23日に開催された豊橋技術科学大学オープンキャンパスには，
図書館にも大勢の方が来館され，物知りクイズや折り紙，絵本の読み
聞かせ会など，いろいろな催しものに参加を頂きました。来館ありが
とうございました。
さて，新学期が始まる前に，図書館では１冊ずつ
バーコード読み取りをして図書の紛失確認をする，
蔵書点検作業を実施します。利用者の皆さまにはご
不便をおかけしますがご了承ください。
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蔵書点検に伴う臨時閉館のお知らせ
9/24～9/26

知って得する利用ガイド
・ マンガよくわかる！
Web of Science Core Collection

夏休み期間を利用して，館内蔵書点検を行います。そのため，
次の期間中，臨時閉館します。
9月24日・25日は終日特別利用も停止しますのでご注意ください。
【完全閉館】（特別利用も停止）
平成26年9月24日(水) 8:30 ～ 9月26日(金) 17:15
【特別開館】（特別利用は可能）
平成26年9月26日(金) 17:15 ～ 9月27日(土) 12:45
図書館の蔵書には，「豊橋技術科学大学附属図書館」の押印が
あり，バーコードが貼付されています。教室や，研究室に置き忘れら
れている図書館の本を見かけましたら，カウンターまでお知らせくだ
さい。

マイライブラリ等の利用に関する注意
(Macユーザ向け)
7月のお知らせにも掲載しましたが，現在, Mac OS X のSafariで
学認やマイライブラリなど認証が必要なページにアクセスした場
合，ログインに不具合が起きています。
認証が必要なページにアクセスする場合は，FireFoxやGoogle
Chrome など別のブラウザをご利用ください。
詳しくは，情報メディア基盤センターの７月４日付け お知らせ
「Mac OS X Safariのユーザ認証トラブルについて」をご覧くださ
い。

【詳細】 http://imc.tut.ac.jp/news/193
10月1日は開学記念日
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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。

男女共同参画図書コーナー 紹介
先日本学の男女共同参画のロゴマークが制定され，男女共同参画への取
組みが推進されていますが， 図書館でも１階カウンタ-横南側壁面に， 男女共同
参画図書コーナーを設け，国立女性教育会館女性教育情報センターからお借りし
た図書１００冊や各種報告書・パンフレットなどの展示，貸出などをしています。
9月末までの図書のテーマは，「理科系」 「キャリア・しごと」 「いのち」 「社会・男女共同参画」です。
通常の貸出枠とは別に，一人3冊, 2週間貸出できます。

【7月～9月までの100冊】
・「私のとなりのロボットなヒト ー 理系女子がロボット系男子に聞く」
瀬戸文美，千葉工業大学未来ロボット技術研究センター編著 近代科学社 2012.5
・ 「現場女子 輝く働き方を手に入れた７つの物語」 遠藤功著 日本経済新聞出版社 2012.12
・ 「こうのとり追って 晩産化時代の妊娠・出産」
リスト ⇒

毎日新聞取材班著

毎日出版社 2013.2 など

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2014-12.xls

「理系女子」や「女性の働き方」に関する図書だけでなく，近い将来家族を持つであろう男子学生の
方々にも興味を持って読んでいただける図書も揃っています。是非ご覧ください。
また，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

にも男女共同参画図書コーナーの図書を登録しており，各図書の目次や，その図書に関するレビューなど
がありますので，こちらからもどんな図書があるか参考にできます。
尚，１０月からは， 「キャリア・しごと」 「人権」 「多文化・国際比較」「セクシュアリティ」 に関するテーマ
の図書に替わります。１０月からのリスト ⇒

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2014-11.xls
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DVD 視聴覚資料 紹介
図書館では，一般図書の貸出の他に，DVDなどの視聴覚資料の貸出も行っています。
少し時間に余裕がある方，図書館でDVDを借りてみませんか。 著作権処理済みのDVD（ケース
に緑色シール●）は館外貸出可能ですので，ご自宅でご覧いただけます。
【貸出期間】 3点 3日間
【DVDリスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/list/dvd.html
館外貸出できないDVD（ケースに赤色のシール●）は，視聴覚室か，DVDプレーヤーをカウンター
で借りて館内でご覧ください。
【貸出可能●】
・プロフェッショナル仕事の流儀シリーズ

・Discovery Channel シリーズ

・ハーバード 白熱教室

・BBC 世界建築遺産

・人形劇 三国志

・世界 美の旅

・驚異の小宇宙 人体

・その他 各種映画

など

【館内閲覧のみ●】
・枝雀 落語大全

・プロジェクトX シリーズ

など

字幕のあるものは，英語の語学学習としてもご利用いただけます。また，小さなお子様のいる方に
は世界名作アニメや，ジブリの映画などはいかがでしょうか。

系推薦図書が入ってきています
学生に読んで欲しい図書として今年度先生方から推薦して頂いた「系推薦図書」を購入しま
した。登録の済んだ図書から新着図書コーナーに順次配架しています。
どんな図書があるかは次の2つの方法でご覧ください。
① 資料の検索(OPAC)のページの 「系推薦図書」 から「年度」と「系」を クリックして，系別に参照する
【資料の検索 (OPAC) 】 https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ 高度な検索 - 系推薦図書
② ブクログサイトで一覧する
本学のレビュー欄には，配架場所・
請求記号・OPACへのリンクを
記述しています。
【ブクログ】 http://booklog.jp/users/tutlibrary
左フレームのカテゴリから
「系推薦図書2014-1系」 ～「-総合教育院」
それぞれクリック

ここをクリック
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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。

マンガ よくわかる！ Web of Science Core Collection
トムソン・ロイター社のWeb of Science Core Collection http://webofknowledge.com/wos
が，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。
「Web of Scienceって何？」 「どうやって検索すればいいの？」 「Review論文とは？」

Web of

Science Core Collection を使いこなして頂くために トムソン・ロイター社では、学生向けに
「マンガ よくわかる！ Web of Science Core Collection」やYou Tubeでプロモーションムービー「Web
of Ramen」というページを作成しています。一度ご覧ください。

ロイ太です！

【マンガ よくわかる！ Web of Science Core Collection】
http://ip-science.thomsonreuters.jp/ssr/comics/
卒論を書こうとしているロイ太君が主人公です。
【Web of Ramenシリーズ】 YouTube
第１話 ラーメンでわかる論文検索 「Web of Ramen 出会い編」
http://youtu.be/y1v7UlohLno

Web of Scienceの特徴をラーメン屋の検索になぞらえて紹介。
(鬼越トマホーク出演）
そのほかのマニュアル
【ユーザーガイド・サポートページ】
・簡易マニュアル や ショートビデオガイド
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/wos/support/

【インターネット講習会情報】

【トムソン・ロイター社よりパンフレット】

・過去に開催された講習会の録音版や講習会資料
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/wos/training/
「インパクトファクター 最新情報と利用方法」
「新生Web of Science の概要」

「注目論文の探し方 Essential Science Indicators」

「初めての文献管理 EndNote Basic」 などあり

※尚、学外からの利用については、Web of Science Core Collection は学認システムやVPNが利用で
きます。 こちらのページhttp://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html を参照ください。

※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

