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「古本市」不用になった図書の売り払い・

無償配布  

 図書館所蔵図書のうち不用となった図書の売り払い及び無償配布

を実施します。 

 ★ 売り払い 

  対象  学生（学部生・大学院生・研究生）  

  

 【実施日】 平成26年11月12日（水）～14日（金）  3日間限定 

        ９：３０～１６：００ 

 【価格】：100円/冊  

 【場所】 図書館２階グループ研究室  

 【配布図書リスト】 (学内限定ページ)  

   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/kosho201411-1.pdf  

  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/kosho201411-2.pdf  

 【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をお持ちください。 

 ・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。 

 

★ 無償配布 

  対象  本学教員  

  【実施日】 平成26年11月17日（月）～19日（水）  3日間限定 

         ９：３０～１２：００ １３：００～１６：００ 

  【場所】 図書館２階グループ研究室  

 ・グループ研究室に展示してある図書をご覧頂きご希望の 

   図書をお持ち帰り頂きます。 

 ・配布する図書は上のリストに同じですが，学生への売り払 

   い後になりますので頒布済みの場合があります。 

2014.11月号 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/kosho201411-1.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/kosho201411-2.pdf
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Nature他外国雑誌到着遅延のお知らせ 

   販売代理店の事情により，次の外国雑誌の到着が遅延しています。ご迷惑をおかけしますがご

了承ください。 

【到着が遅延している雑誌タイトル (図書館配架分）】 

 ・Journal of composites for construction  (ASCE) 

   ・Journal of engineering mechanics  (ASCE)  

   ・Journal of environmental economics and management (Elsevier)  

   ・Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering  (ASCE) 

   ・Journal of structural engineering (ASCE) 

   ・Modern casting  (American Foundry Society) 

   ・Nature (Nature Pub.) 

   ・Optical engineering  (SPIE) 

   ・Traffic and engineering and control (Hemming G.) 

   ・Transportation research Pt.B  (Elsevier)   

 このほかの教員購入分については，遅延している雑誌を購入している各教員の方にお知らせして

います。ご不明な点は情報管理係までお問い合わせください。 

Open Access誌のAPC割引について  
 ２０１５年１年間に限り，SpringerLINKおよびScience電子ジャーナルを契約している機関に所属している

論文著者に対して，次のOpen Access誌のAPC (Article Processing Charge 論文処理費用）が割引に

なりますので，お知らせします。  

 【割引対象】 

■  Springer Open   http://www.springeropen.com/ 

   BioMed Central  http://www.biomedcentral.com/ 

   ・対象誌のリスト    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/APClist.xlsx 

   ・クーポン入力マニュアル   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/APCmanual.pdf 

   ・Payment画面でクーポンコードを入力すると１０％割引されます。  マニュアル参照。 

■  Science Advances (2015 年2 月創刊) 1 誌  http://scienceadvances.org/ 

     ・例えばクリエイティブ・コモンズ・ライセンスCC-BY-NC の場合論文掲載料は3,000 ドル。そのうち 

    150 ドル を割引。   

     ・機関購読Number  を入力することで割引されます。   

 ※クーポンコード・購読Numberは, 情報管理係 (内線６５６２）までお問い合わせください。  

Powder Diffraction File 2014年版に更新しました  
 Powder Diffraction File (PDF2plusX)は粉末X線回折による物質の同定に使用するデータ集

です。2014年版が利用可能になりました。図書館１階の専用端末で検索してください。  

カード番号，鉱物名，物質名，３強線などから検索できます。  

http://www.springeropen.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/APClist.xlsx
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/APCmanual.pdf
http://scienceadvances.org/
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★Springer eBooks Collection 
 

 シュプリンガー社のeBookは，2013年の５分野を購入したことに伴い，現在，2005-2012年発

行分約17,000タイトルも無料で利用可能となっていますが，無料分は2014年12月末で終了とな

りますので，改めてお知らせします。 

 

 2014年12月までは ・・・ 次の５分野の2005年-2013年 が利用可 

 2015年１月からは ・・・ 次の５分野の2013年リストの分のみが利用可  

 

【アクセス先】      http://link.springer.com/   

 

【利用可能分野・年】5分野  2013年リスト(excel) 

  Biochemical and Life Sciences  

   Biochemistry and Materials Science  

  Computer Science    ※ Lecture Notes in Computer Science 含む   

  Engineering  

  Physics and Astronomy ※ Lecture Notes in Physics 含む  

 

【マニュアル：クイックリファレンス(pdf)】 

             http://springer.jp/librarian/files/SpringerLinkQuickRef.pdf 

  一部例外を除き，個人利用に限り,個人のパソコンに１冊全部ダウンロードすることも 

  できます。 

 

★SpringerProtocols 

 
  シュプリンガー・プロトコル（SpringerProtocols）は，生命科学分野における再現性のあるプロトコルを

包括的に集めた，世界で最も大きなオンラインプロトコル集のデータベースです。伝統的なMethods in 

Molecular Biology シリーズなど定評のあるリソースから収載された，25,000を超える分子生物学と生

物医学のプロトコルで構成されています。 2014年中は無料でフルコレクションが利用できますが， 

２０１５年からは購入した2014年分のみの利用になります。 

  2014年12月までは   ・・・ SpringerProtocols全15分野フルコレクション 

                        SpringerProtocols, SpringerLink の両サイトで利用可    

  2015年1月からは   ・・・ 2014年刊行分のみが利用可  

                          SpringerLinkのサイトのみで利用可 

 

 【アクセス先】 SpringerProtocolsのサイト  http://www.springerprotocols.com/  

           SpringerLink のサイト http://link.springer.com/  

 【マニュアル ： 日本語版ユーザーガイド (A4 12p)】  

               http://www.springer.jp/database/files/SpringerProtocols_userguide.pdf  

Springer ebooks, Springer Protocols 2014年末までの 

 無料公開分が間もなく終了 

http://link.springer.com/
http://www.lib.tut.ac.jp/search/Springer_eb201310.xlsx
http://springer.jp/librarian/files/SpringerLinkQuickRef.pdf
http://www.springerprotocols.com/
http://www.springerprotocols.com/
http://link.springer.com/
http://www.springer.jp/database/files/SpringerProtocols_userguide.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 

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

 【アクセス先】 CiNii Articles  http://ci.nii.ac.jp/ 

           CiNii Books   http://ci.nii.ac.jp/books/ 

  

 国立情報学研究所が提供するデータベース，CiNii Articles 日本の論文をさがす, CiNii Books 大学

図書館の本をさがす の画面が新しくなりました。 

 新しい画面では，２つのデータベースの画面が明確に色分けされて，どちらの画面を利用しているの

かがわかりやすくなりました。また，論文の本文へのリンクが目立つように表示されたり，CiNii Booksで

の電子ジャーナル本文へのリンク機能などが追加されました。 

 今回のリニューアルの詳細は CiNii のお知らせ  

 http://support.nii.ac.jp/ja/news/cinii/20141104 をご覧ください。 
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CiNii（サイニー）の画面が新しくなりました 

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。 

論文本文へのリンクボタン 

 「知って得する利用ガイド」はお休みします 

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://ci.nii.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/books/
http://support.nii.ac.jp/ja/news/cinii/20141104

