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年末年始の開館について  

 ★ 12月24日(水）・25日（木） 8：30～17：15 は完全休館  

    ・館内大掃除のため臨時休館とします。  

     この時間内は特別利用も停止します。 

     夜間は特別開館（無人開館）。  

 

 ★ 12月26日（金） 短縮開館（有人開館）  

 

 ★ 12月26日(金) 17:15 ～1月5日(月) 9:00 完全休館  

   ・今年度，年末年始は完全休館とさせていただきます。 

    特別利用も停止します。ご了承ください。 

 

 ★ 1月5日(月）～7日（水) 短縮開館（有人開館） 

  

  開館時間が不規則となっています。図書館ホームページのお 

 知らせやカレンダーをご覧いただきご来館ください。 

 【図書館ホームページお知らせ】  

      http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu14.html 

 実務訓練期間中における図書の 

 長期貸出について（学部4年生対象） 

  実務務訓練期間中で図書の貸出や返却ができない方の 

 ために，貸出期間・冊数を変更して，対応します。  

 

  通常7冊貸出のところ，10冊まで貸出可能になります。  

 

   【対象者】  学部４年生の実務訓練受講者  

   【貸出手続期間 】  

          平成26年12月5日（金）～ 平成27年2月9日（月)  

     ※貸出延長はできません。ご注意ください。  

   【返却期限】 平成27年3月2日（月）  

   【貸出冊数】 10冊以内  

 12月に入り急に寒くなってきました。夜間に図書館を利用さ

れる際には防寒対策をしてご利用ください。 

 また、教員の方には、該当する方に研究図書の蔵書点検リス

トや国内雑誌購入調査リストを配布しています。まだ返送され

ていない方は、リストの返送をお願いします。  

2014.12月号 
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リンクリゾルバー「SFX」トライアル開始 

 図書館では，今後の導入参考のため，現在契約利用しているリンクリゾルバーTUT Linkerと

並行して，12月1日よりSFXのトライアルを開始しました。 

 SFXとはデータベース等で発見した文献の入手方法・入手場所を適切にナビゲートするツー

ルです。  

  基本的な動作は，現在利用中のTUT Linkerと変わりません。各データベースの検索結果に表

示されるアイコンまたはリンクをクリックすると，学内での該当論文 

利用可否や冊子体所蔵情報，文献複写申請へのリンク等を表示します。 

 

【トライアル期間】 2014年12月1日～2015年2月28日 

【電子ジャーナルリストURL】 http://trooper.usaco.co.jp/tut/az 

【利用ガイド】 http://trooper.usaco.co.jp/tut/ejournal/manual.html 

 探している雑誌名がわかっているときは電子ジャーナルリストから検索ができます。 

 また電子ブックについても，リストの「電子ブックを探す」タブから利用できます。 

【図書館ホームページお知らせ】http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/sfx_trial.html 

図書館設備費購入外国雑誌の変更について 

 2015年より，図書館設備費で購入している次の4タイトルの外国雑誌が，電子ジャーナル版

のみに変更になります。電子ジャーナル版をご利用ください。 

 

 ・Applied Physics Letters (AIP)  フルテキスト可：1999～最新 

        http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl 

 ・Journal of Applied Physics (AIP) フルテキスト可：1999～最新 

        http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap 

 ・Journal of Chemical Physics (AIP) フルテキスト可：1999～最新  

        http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp 

  ・Journal of Materials Research (CUP) フルテキスト可：1986(Vol.1)～最新 

     http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JMR 

年度末の図書購入依頼について（教員対象） 

   予算の適正かつ早期執行のため，平成２６年度予算で図書を購入される場合は，１月末までに購入

依頼等をしてください。 

  ①未発注の場合 →  図書館ホームページの「マイライブラリ」から購入依頼 

  ②手元に図書（現物）がある場合 → 図書購入請求票や支払書類と一緒に図書（現物）を 

                 速やかにご提出ください。 

  外国図書などは発注してから入手するまでに時間がかかります。早めの依頼をお願いします。 

  購入依頼の方法などは，【図書購入依頼のページ】 http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html 

を参照ください。ご不明な点は情報管理係へお問い合わせください。 

表示されるアイコン例 

http://trooper.usaco.co.jp/tut/az
http://trooper.usaco.co.jp/tut/ejournal/manual.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/sfx_trial.html
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JMR
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html
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2014.12.10 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。 

SciFinder インターネットセミナーのお知らせ 

 化学情報データベース SciFinderのインターネットセミナーが開催されます。 

ご興味のある方は，以下のスケジュールページから各自登録してご参加ください。 

 また，過去のセミナーの内容については，e-Learningのページでご覧いただけます。 

 

【スケジュールページ】    http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html 

【e-Learning(ビデオ教材)】http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html 

  ① 12 月 12 日 (金) 11:00～11:20  ・SciFinder  糖の検索 

  ② 1 月 16 日 (金) 11:00～11:20  ・SciFinder 引用・被引用情報の活用 
 

図書館ホームページ 英語版試験公開 

 図書館ホームページの英語版を試験公開しました。  

        【URL】http://www.lib.tut.ac.jp/index_e.html  
 

 利用案内やガイドシートなど順次 

英文ガイドも作成中です。ご利用くだ

さい。 

【Library Guide】  

  http://www.office.tut.ac.jp/

tos/annai_gakusei_eigo.html 

 

【Research Support】  

 ★Using My Library  

  http://www.lib.tut.ac.jp/

literature/gsheet_e-1.pdf 

 

 ★ILL:Inter Library Loan 

   Document copy and materials 

   loan request 

  http://www.lib.tut.ac.jp/

literature/gsheet_e-7.pdf   

 ※ SciFinderの利用にはユーザー登録が必要です。 

   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，下  

  記資料を参考に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 

  また，２年間利用がないとID削除（利用凍結）の連絡がきます。ご注意ください。 

 

  そのほか マニュアルなどは下記の学内専用ページをご覧ください。 

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html 

http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html
http://www.lib.tut.ac.jp/index_e.html
http://www.office.tut.ac.jp/tos/annai_gakusei_eigo.html
http://www.office.tut.ac.jp/tos/annai_gakusei_eigo.html
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet_e-1.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet_e-1.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet_e-7.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet_e-7.pdf
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html
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   ※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 

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

現在利用可能な電子資料一覧 

  2014年12月現在利用可能な契約電子資料（電子ジャーナル・電子ブック・データベース）や， 

各サービスのマニュアル，などを一覧できるページです。 

             【URL】 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11月のお知らせにも掲載しましたが，Springer eBooks や Springer Protocols など, 2014年

12月末日で無料分の利用が終了するものもあります。この機会に是非ご利用ください。 

 冬休み中など自宅から使いたいときがあると思います。電子資料は基本的に学内での利用に限

られますが，VPN接続や，学認システムの利用，個人IDの作成などの方法で，自宅や出張先など学

外から利用できる場合もあります。マークを参考にしてください。    

 【学外からの利用について】 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html 

        VPNシステム利用可   学認システム利用可  

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。 

2014.12.10 
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学外でも利用できる

データベース 
マニュアル類 
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