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Microsoft 包括ライセンス メディアについて 

 図書館では，Microsoft包括ライセンスメディア（Windows7, 

Windows8, Office2010, Office2013) の貸出を行っています。 

 

 卒業後にも利用される場合は， 

情報メディア基盤センター速報 No.122 2015年２月12日 の  

 2.卒業，修了学生の方へ 

 「マイクロソフト包括ライセンスを卒業後も継続利用する方

法について」をご覧ください。 

   http://www.imc.tut.ac.jp/sokuho/no14122  

卒業・修了予定者の図書の返却について  

  2月も後半になり， 期末試験やレポートの準備などで来館する学生も増

えてきました。 春休みや卒業式ももうすぐです。卒業 

される学生の方は図書の返却をお忘れなくお願いいた 

します。  

 また，現在多くの新着図書が入ってきて

います。 図書館で働いている学生の方

が選んだ本や，本屋大賞ノミネート作品の

小説など，様々な分野の図書です。 

 １F新着コーナーで展示・貸出中です。 

2015.2月号 

  学部４年生，修士２年生，博士３年生の方が，2月21日（土）以降に

図書を借りる場合の図書の返却期限は3月13日（金）までとなりま

す。  

  従来の貸出期間２０日間ではなく，期間短縮となりますので，図

書を借りる場合には返却期限に十分ご注意ください。  

  なお，学内進学される方は，入学後新しい学生証が交付されるま

で，図書の貸出ができなくなりますのでご了承ください。  

 

 【対象者】 学部４年生，修士２年生，博士３年生  

 【貸出期間短縮開始日】 平成27年 2月21日（土）～  

【返却期限】 平成27年 3月13日（金） 

【貸出冊数】 ７冊以内  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.imc.tut.ac.jp/sokuho/no14122
javascript:void(0)
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学術機関リポジトリ ３年目に入りました   

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。 

 本学学術機関リポジトリサイト   【URL】 https://repo.lib.tut.ac.jp/  

日経BP記事検索サービス まだまだ使えます！ 

  【URL】   http://bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/ 

 日経BP記事検索サービス（通称：キジケン）」は，日経BP社が発行する雑誌約

50誌分の記事をオンラインで検索・閲覧できるデータベースです。 図書館では

購入していない 「日経ビジネス」「日経ソフトウェア」「日経ヘルス」などもオンライ

ンで閲覧できます。 

  

  またこのデータベースは，「論文・レポートを書く」 「就職情報を収集する」 な

どの目的にも活用できます。「論文・レポートを書く」 のページには，Wordや

Excel, PowerPointの利用法が学べる「パソコンスキルアップ講座」があります。 

 

  学内で，年間に12,000本まで記事本文をダウンロードすることが可能です。 

まだ年間のダウンロードの上限を超えていませんので，是非ご利用ください。  

  但し，機械的・大量ダウンロードは厳禁です。 

 本学の学術機関リポジトリも，2013年2月に正式公開してから約2年が経ちました。 

  学術機関リポジトリは，本学で生産された学術研究成果（学術雑誌論文・紀要論文・学位論文など）

を収集，蓄積・保存し，インターネットを通じ て無償で広く世界に公開する，知の保存書庫であり, 情報

発信サービスです。本学では，紀要「雲雀野」掲載論文や学術雑誌論文，機関リポジトリで公表すること

が義務化された博士論文などの登録を行っています。 

 

    ★登録論文数 （学位論文はメタデータのみも含む） 

    学術雑誌論文 275件， 紀要論文490件， 学位論文643件， 会議発表論文9件 

   ★論文の総ダウンロード回数  ４６，４73回， 総閲覧回数 ９６，814回  (2015.2.18現在) 

  

  教員の方からご提供頂いた学術雑誌論文・会議発表論文も徐々に増えています。  

  機関リポジトリに論文を登録する方法は簡単です。電子メールで，「登録許諾書」と学術研究成果

（学術雑誌論文等）の「原稿の電子ファイル」を送付頂くだけで登録が可能です。 

 本学の学術開館リポジトリを蓄積・発展させるため，是非，学術研究成果のご提供をお願いします。 

               コンテンツ送付先は     ir-reg@office.tut.ac.jp 

  

 詳細は こちらの図書館からのお知らせ 機関リポジトリ特集 No.3 

   「学術機関リポジトリへ論文ご提供のお願い」 をご覧ください。  

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/repo3.pdf 

など 

https://repo.lib.tut.ac.jp/
http://bizboard.nikkeibp.co.jp/daigaku/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/repo3.pdf
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ScienceDirect, Scopus 英語版利用ガイド    

 エルゼビア社の電子ジャーナルScienceDirectと，文献検索データベースScopusの英語版利用ガイドが

できました。ご活用ください。  

  【ScienceDirect Quick Reference Guide】 (2015.1)   

  http://www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/resource-library/resources/quick-reference-guide 

  

  【Scopus Quick Reference Guide】 (2015.1) 

  http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/resource-library/resources/quick-reference-guide  

Applied Physics Reviews 2015年無料アクセス 

 Applied Physics Reviews は，2014年にJournal of Applied Physics のレビューセクションか

ら独立した最新レビュー誌です。本学では，Applied Physics Letters, Journal of Applied 

Physics, Journal of Chemical Physics のオンライン版を購入中のため, 2015年12月31日まで

無料でアクセス可能です。どうぞご利用ください。  

  【Applied Physics Reviews URL】http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apr2  

SciFinder 関連情報 

■インターネットセミナーのお知らせ 
  

 化学文献情報データベースSciFinderのインターネットセミナーが月1回ほど開催されていま

す。関心のある方は，各自登録してご参加ください。 

 （尚，4月には，専門講師の方をお招きして利用講習会を開催予定です。） 

 【日時】3月18日(水）11:00-11:20  

 【内容】SciFinderででわかる！物性・規制情報 

 【登録・接続先】http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html 

 

 過去に開催されたセミナーは，録音版で利用きます。 

 【e-Learning教材】http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html#webex 

  

■ SciFinder Future Leaders in Chemistry プログラムのご案内 
 

 SciFinder の提供元である CAS: Chemical Abstracts Service が，8月の米国化学会年会開

催に合わせ，世界中の情報検索に興味のある博士課程在学中の学生とポスドクを対象とした情

報交換プログラムを開催するというお知らせがありました。このプログラムでは，旅費・宿泊

費および旅行中の食費はすべて CAS が負担し，別途，支度金として 1,000 米ドル分が支給さ

れます。詳細は，化学情報協会のWebサイトをご覧ください。応募〆切：4月12日(日) 

 

 【詳細】http://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=1492  

 【このプラグラムについての問い合わせ先】 

    化学情報協会 情報事業部 SciFinder (Academic) 担当   

http://www.elsevier.com/online-tools/sciencedirect/resource-library/resources/quick-reference-guide
http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/resource-library/resources/quick-reference-guide
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apr2
http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html#webex
http://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=1492
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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 
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新着図書リストの検索ができます 
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 新着図書リスト （最近２週間に受入た図書のリスト） が一覧できるようになりました。 

図書館ホームページの  右フレーム  バナー  をクリックして 

  https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ の  

 

 高度な検索項目  「新着図書」 からご覧ください。  

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。 

所在：図・○○  現物はおよそ１ヶ月間， 

１Fの新着展示コーナーに展示・配架していま

す。見当たらない場合は，該当の書架の請求

記号の場所も探してください。 

 

所在：オンライン ebook  電子ブックです。 

電子ブックを表示 あるいは 本文へのリンク 

のURLをクリックすると，該当の電子ブックのサ

イトへリンクし，本文が閲覧できます。 
 

 

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
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/

