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新年度が始まりました。御入学・進級おめでとうございます。図書館では
４月から５月にかけて，図書館利用ガイダンス，文献情報ガイダンス・利用講習
会を実施しています。現在実施中の図書館利用ガイダンスに参加すると，図書
館特別時間帯（夜間）利用のためのパスワードが有効になります。新入
生，未受講の方はご参加ください。 また，新生活を始めた皆さんへの
おすすめ図書を1階新着コーナーに展示しています。ご利用ください。

文献情報ガイダンス・利用講習会開催 4/21～5/25
利用者の方々の研究・学習活動に活用いただくため，次のとおり文献
情報ガイダンスを実施します。一人でもグループでも予約可能です。
利用講習会は，各社専門トレーナーに直接質問等ができる良い機会で
す。是非ご参加ください。
【図書館職員による文献情報ガイダンス】
要予約

★CiNiiコース

5月11日(月),１３日（水）,14日(木）,１９日(火),２２日（金）14:40-15:30
・CiNii(サイニー)検索を中心に説明を行います。
Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください
★OPAC＋記事検コース
5月12日(火),18日（月）,２０日（水） 14：40-15：30
・所蔵資料(本・電子ブック)の探し方や日経BP記事検索サービス
アカデミック版の使い方の説明を行います。

【専門トレーナーによる利用講習会】
★SciFinder
4月21日（火） ①13:10-14:10 ②14:40-15:40
事前にユーザ登録してきてください ①②同内容
★Scopus

4月23日(木) 13:10-14:10

要予約

Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください
★SpringerMaterials 5月8日(金) 14:40-15:40
★ScienceDirect 5月15日(金) 13:10-14:10
Mendeleyアカウントを事前に取得してきてください
★SpringerLINK 5月21日(木) 14:40-15:40
★JDreamⅢ

5月25日(月) 14:40-15:40

【日程詳細（予約期限） および予約用紙】
4月1日付け 図書館のお知らせ から出力できます。
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/15guidance_all.pdf
【予約用紙 提出先】
図書館カウンター または 情報・図書室 情報サービス係 まで
※ 予約申込期限が 各コースで異なりますのでご注意ください。
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図書購入依頼方法（教職員向け）
4月から図書の購入依頼方法が一部変更になりました。
★現物が手元にある場合（変更）… 事務局ＨＰのＷｅｂから「購入依頼書」を出力し、現物と書類（納品書・
請求書等）とともに提出してください。「購入依頼書」は大学研究費管理会計システムで作成。
★未発注の場合… 図書館ＨＰのマイライブラリから購入依頼を入力して送信。
参照：図書館ＨＰ＞依頼＞図書購入依頼（教職員のみ）

http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html

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。

英語多読学習用の電子ブックが増えました
Infobase Learning Clubhouse Readers eBook
Collection 58タイトルに続き，英語多読学習に利用可
能な電子ブック Macmillan Readers123タイトルが利用

Maruzen eBook Library 詳細ページ
本文は
閲覧ボタンから

可能になりました。Maruzen eBook Library のサイト
から利用できます。
内容は，おなじみの古典から，映画にもなった最近

内容に語数の
記載があります

の話題作まで，多彩なセレクションが揃っています。
レベルは１～６まで，あらゆる学修者の英語力に対応
しています。
音声は電子ブックには付いていませんが，Macmillan Readers は図書でも購入しています（配架
場所：図３F英文多読)ので，該当するCDを所蔵している場合はカウンターで貸出ができます。
【URL】
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/SeriesDetail/Id/3000006667
・ブクログサイト http://booklog.jp/users/tutlibrary カテゴリ ■電子ブック(洋)多読２
・TUT Link（SFX) http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az 電子ブックを探す のタブ
からも利用可能です。レベル・語数の記載もあります。
【利用案内】
https://elib.maruzen.co.jp/app/eguide/information.html
【同時アクセス数】同時１
【学外からの利用】学認サービス，VPNサービス利用可能。個人IDを登録して利用することも可能。
参照：学外からの利用についてのページhttp://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html

新着DVD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。 新規に映画などの
DVDを購入しました。 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。 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。 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。
【貸出期間】 3点 3日間
【DVDリスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/list/dvd.html
【新規DVD】 「アナと雪の女王」 「風立ちぬ」 「０から学ぶ旅の英会話」 「猿の惑星 創世記」
「ゼロ・グラビティ」 「チーム・バチスタの栄光」 「トランスフォーマー ダークサイドムーン」 など
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リンクリゾルバデータベース SFX に変更
【URL】http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az
4月からリンクリゾルバデータベースSFX を導入しました。SwetsWise Linker からの変更です。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。また，本学で
利用可能な電子ジャーナルや電子ブックを検索，一覧表示することができます。図書館ホームページで
は TUT Link(SFX)と表示します。
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

当論文の利用可否や冊子体所蔵情報，文献複写申請へのリンクなどを示す中間窓画面を表示します。
TUT Link(SFX)トップ画面

中間窓画面

【ガイドシート No.4】
電子ジャーナルを使ってみよう : TUT Link(SFX)で 検索する

【ガイドシート No.5】
電子ジャーナルを使ってみよう

その２:

TUT Link(SFX)のナビゲート機能を使う
も参照してください。

Web of Science Core Collection 3分野に拡大
【URL】 http://webofknowledge.com/wos
研究大学促進事業により購入しています トムソン・ロイター社のWeb of Science Core Collection
(旧Web of Science) が，４月より ３分野とも利用可能になりました。
自然科学分野文献情報 Science Citation Index Expanded （SCIE)1993.4-最新 ,
社会科学分野文献情報 Social Science Citation Index(SSCI) 1993.4– 最新,
人文科学分野文献情報 Arts and Humanities Citation Index（AHCI) 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・インターネット講習会などはサポートページをご覧ください。
【サポートページ】 http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/web-of-science/support/
4月２１日(火)に インターネット講習会も開催されます。 希望の方は各自お申し込みください。
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日経BP記事検索サービス アカデミック版 名称・URL変更

【新URL】http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/
４月から日経BP記事検索サービスの名称が「日経BP記事検索サービス大学版」から「日経BP記事
検索サービス アカデミック版」に変更になりました。それに伴い，URLも変更になりました。
内容に変更はありません。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。学内で年間１２，０００本まで全文がダウンロードできます。雑誌の閲覧のみでなく，論
文・レポートの作成，就職情報の収集，パソコン利用のスキルアップなどにもご活用ください。

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。

OPACのモバイル版ページができました
学内で利用可能な図書や雑誌が検索できるOPACのモバイル版が利用可能になりました。
スマートフォンでの検索に便利です。ログインすれば，
貸出中の図書の予約も可能です。
【日本語版モバイルOPAC】
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/mobile/index/ja

【英語版モバイルOPAC】
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/mobile/index/en

※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
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■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.tutac.jp
ブクログサイト ＰＣ版 http://booklog.jp/users/tutlibrary
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