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 皆さん既にご覧になられましたでしょうか。 図書館の玄関前にベンチなどが

設置されました。試行として約1か月間，図書館１階ロビーにて，昼休みにコー

ヒー販売も行っています。ぜひ図書館にお立ち寄りください。  

 また，梅雨の時期です。図書館では，傘の貸出も行っていま

す。突然降り出した雨の際，傘を持っていなかった時は，カウン

ターまでお申し出ください。  
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図書館オープンカフェ（試行） 

2015.6月号 

 図書館１Fロビーにてコーヒー販売を試行します。 

  【試行期間】 6月8日(月)～7月３日(金) 

  【営業時間】 12:00～13:00  (月～金のみ）  

  【内容】    コーヒーと各種ペットボトルの現金販売 

 

  また，正面玄関付近に，休憩スペース（テーブル・椅子）を設置し 

ます。休憩スペースは平日9:00～17:00までの間，利用可能です。 

   図書館入館ゲート内には，コーヒーなどの持ち込みはできません。 

１階西側ロビｰ, あるいは玄関前の休憩スペースにてご利用ください。 

 Microsoft 包括ライセンスメディア  

   Windows 8.1 の貸出開始 

 マイクロソフト包括ライセンスサービスのWindows8.1メディアの貸出 

 を開始しました。  

 現在   ① Microsoft Windows 7 Professional  (32bit , 64bit)  

      ② Microsoft Windows 8 Pro    (32bit , 64bit)  

      ③ Microsoft Windows 8.1 Pro  (32bit , 64bit)  

           ④ Microsoft Office 2010 Professional   

            ⑤ Microsoft Office 2013 Professional  

  これら5種類の各日本語版と英語版のメディアの貸出を行っています。 

 

  【貸出日数】 2日間  

  【詳細】 https://imc.tut.ac.jp/wiki/Microsoft  

     特徴・利用資格・利用範囲・利用できるソフトウェア・  

     インストール方法詳細  

    ※必ず，こちらの情報メディア基盤センターの「マイクロソフト  

      包括ライセンス」のページをお読み頂いてから，学生証・職  

      員証を持って貸出カウンターへお越しください。  

 

  【貸出・返却に関する問い合わせ先】  

    図書館カウンター or 情報サービス係 内線6564, 2061  

  【技術的な問い合わせ先】  

    情報メディア基盤センター窓口 内線6639  

 ※6月5日(金)～6月11日(木)は特別開館を 

臨時に停止しています 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
https://imc.tut.ac.jp/wiki/Microsoft
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雑誌の製本準備作業を開始します  

 2014年に購入した雑誌を対象に，製本の準備作業を開始します。  

6月末より製本出来上がりまで約1か月間ほど，対象雑誌については利用ができません。  

ご了承ください。その間は電子ジャーナルの利用や，文献複写依頼等でご対応ください。  

2016年外国雑誌の購入調査を実施します(教職員対象）  

 2016年（1-12月)に教員研究費で購入される外国雑誌の購入調査を行います。 

現在購読されている教員の方には，購入誌タイトルリストを含む調査用紙をお送りしています。 

回答を，7月17日（金）までに情報管理係宛に学内便でご返送ください。 

  現在未購読の教員の方には，新規購入希望の方向けの電子メールをお送りします。価格を確認したい

など，お問い合わせは情報管理係までお願いします。 

利用講習会・ガイダンス資料をアップしました 

 4月から5月にかけて開催しました各種データベース等の文献情報ガイダンスや利用講習会には，

多くの方の参加を頂きありがとうございました。延べ141名の方の参加がありました。 

 ガイダンスや利用講習会で使用しましたパワーポイント資料を学内専用ページに掲載しました。

今回参加できなかった方はこちらをご参照ください。 

 また，各社が作成している利用ガイドなども図書館ホームページからリンクしています。  

 【利用ガイドのページ】http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html 

 【ガイダンスのページ】http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html 

   図書館で開催したガイダンス・利用講習会の他，各社がインターネットで 

   開催しているオンライン講習会（録音版も含む）の情報を掲載しています。  

一般図書ピックアップ本 （新書） を展示しています 

 附属図書館では次の文庫・新書のシリーズを継続して購入し，一般書架とは別置して３階の各 

文庫・新書のコーナーに番号順に配架しています。 

 その中から2015年に購入した新書を，現在１階新着図書コーナー横の書架に展示しています。 

貸出も可能です。一度手に取ってご覧ください。 

 【継続購入中の新書・文庫】岩波文庫 ・岩波新書 ・中公新書・中公新書ラクレ  

               講談社現代新書 ・講談社ブルーバックス   

 

 ・「AIの衝撃 : 人工知能は人類の敵か」 小林雅一著（講談社現代新書 No.2307) 

 ・「聖地巡礼 : 世界遺産からアニメの舞台まで」 岡本亮輔著（中公新書 No.2306) 

 ・「理系のための英語最重要「キー動詞」43」 原田豊太郎著 （講談社ブルーバックス No.1915) 

                                                                                            など  

http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html
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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。 

特許情報プラットフォーム J-PlatPat 紹介 

  工業所有権情報・研修館は，平成27年3月23日（月）より，新たな特許情報（実用新案，意匠，商標

を含む）提供サービスとして，特許情報プラットフォーム（略称:J-PlatPat）を開始しました。 

特許情報プラットフォームでは，1億件をこえる特許・実用新案・意匠・商標の公報等及び関連情報とそ

の検索サービスを提供しています。特許電子図書館（IPDL)のサービスは平成27年3月20日で終了しま

した。  

    【URL】 http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/index.html 

    【サービス一覧】 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/doc/sitemap.html 

    【ガイドブック・マニュアル】 http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.html 

 図書館経費などで購入しています American Institute of Physics刊行の電子ジャーナル４タイトルが

学認システムで利用可能になりました。 

  ・Applied Physics Letters （図書館経費で購入） 

  ・Journal of Applied Physics （図書館経費で購入） 

  ・Journal of Chemical Physics （図書館経費で購入） 

   ・Physics of Fluids (1系教員研究費で購入）  

  学認システムの認証を経由すると，学外からでもフルテキスト（１９９９年以降)が利用できます。 

  AIP以外に 学認が利用できるデータベース・電子ジャーナルについては，「学外からの利用について」

のページをご覧ください。 

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

2015.6.10 

AIPの学認対応について 

 

 Toyohashi University of  
  Technology  を選択して  

  Go To SIGN-IN クリック。  

 情報メディア基盤センターの 

アカウントとパスワードで認証ログ

インしてください。 

http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/index.html
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/doc/sitemap.html
http://www.inpit.go.jp/j-platpat_info/reference/index.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://scitation.aip.org/content/aip/journal/pof2
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html


   ※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 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

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。 
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論文執筆に役立ツールの御案内 

 電子ジャーナルSpringerLink （http://link.springer.com/） を提供するSpringerの 

論文執筆に役立つ無料のツールを紹介します。研究・学習にお役立てください。 

  

 ■ Springer Exemplar   

      検索語を含む英文を一覧表示し，論文中での使い方を学ぶ  

          【URL】 http://www.springerexemplar.com/   

     【案内フライヤー （日本語）】http://www.springer.jp/librarian/files/Exemplar_flyer.pdf 

     【YouTube チュートリアル】 http://bit.ly/1xMluRD 

  ■ Springer Author Academy  

    論文の書き方や投稿時の注意などをeラーニングで学ぶ  

          【URL】 https://www.springer.com/gp/authors-editors/author-academy 

         【案内フライヤー（日本語）】http://www.springer.jp/librarian/files/AuthorAcademy_flyer.pdf 

  ■ Springer Alerts  

     最新論文や新刊情報入手のためのアラート登録 

     【URL】 http://www.springer.com/alerts 

     【案内フライヤー（日本語）】http://www.springer.jp/librarian/files/SpringerAlerts_flyer.pdf 

 ■ Springer Journal Selector   

     論文の内容に基づいて投稿先ジャーナルを推薦  

     【URL】 https://www.springer.com/gp/authors-editors/ 

          journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276 

 ■ Springer AuthorMapper 

        学術研究トレンドを可視化する無料ツール  

      目的の研究分野や関連分野の研究者や査読者を簡単に見つけることができます 

          【URL】   http://www.authormapper.com/     

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://link.springer.com/
http://www.springerexemplar.com/
http://www.springer.jp/librarian/files/Exemplar_flyer.pdf
http://bit.ly/1xMluRD
https://www.springer.com/gp/authors-editors/author-academy
http://www.springer.jp/librarian/files/AuthorAcademy_flyer.pdf
http://www.springer.com/alerts
http://www.springer.jp/librarian/files/SpringerAlerts_flyer.pdf
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276
https://www.springer.com/gp/authors-editors/journal-author/journal-author-helpdesk/preparation/1276
http://www.authormapper.com/

