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   あいにく梅雨時と重なってしまいましたが，6月8日より7月3日まで実施し

ました図書館オープンカフェはいかがだったでしょうか。最終

週には，ビブリオバトル（書評合戦）も開催され，その模様は

大学公式Facebookにも掲載されました。御意見等は引き続

き，図書館までお寄せください。 
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試験期間中の開館時間の延長について 

2015.7月号 

 試験期間中の平日，通常開館の時間を夜１０時まで延長します。 

また，日曜日午後の開館を実施します。 

 【対象期間】 7月21日(火)から8月6日(木)まで 

 

   

  

 

 

 

 

 詳細は HP図書館のお知らせ ７月２日付をご覧ください。 

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/enchou15.pdf 

 夏期休業期間中の長期貸出について 
 このことについて，次のとおり実施しますのでお知らせします。 

 【貸出手続期間】  

    【学生】 ⇒ 平成27年7月27日（月）～平成27年9月13日（日） 

  【教職員】⇒ 平成27年7月27日（月）～平成27年9月5日（土） 

 【返却期限】   平成27年10月5日（月） 

 【貸出冊数】   学生・教職員ともに12冊以内  

   ※上記期間中は，貸出可能冊数を増やしています。 

  ※上記期間中は，貸出延長はできません。 

図書館利用のルールを守ってご利用ください。  

 ・指定の場所以外で飲み物を飲まない。 

   食べ物を持ち込まない。 

  ・特別入退館入り口，館内入退室ゲートの不正通過をしない。 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/enchou15.pdf
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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。 

RSC フリートライアル実施中のお知らせ 7/31まで 

 Royal Society of Chemistry（英国王立化学会）電子ジャーナルのフリートライアルを実施して

います。 トライアル期間は今月末までで終了となります。 この機会に是非ご利用ください。 

  RSC発行の雑誌 51タイトルの 電子ジャーナル本文が利用できます。 

  【トライアル期間】 2015年5月1日～7月31日 （3ヶ月間）  

  【接続先】     http://www.rsc.org/Publishing/Journals/ 

  【お知らせ】  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/15RSC_trial.pdf  

系推薦図書を募集しています（教員対象） 
  各系の情報基盤機構委員を通じて，現在図書館に配架する学生用図書の系推薦図書を募集していま

す。専門分野の定本，新刊書，教養の向上に役立つもの，シラバス掲載の参考図書など（DVD・ビデオ・CD-

ROMを含む）学生用図書の整備のためにご推薦いただきますようお願いいたします。 

  過去に購入した系推薦図書は， 

資料の検索OPAC https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ の 

 「高度な検索」項目内 系推薦図書 でご覧いただけます。  

新着図書案内   「老虎の檻」掲載 小説NON７月号  
 1階新着図書コーナー横で，第22回九州さが大衆文学賞の大賞・笹沢左保賞 

を受賞された，本学職員山口昌志さん著作「老虎の檻（ろうこのおり）」が掲載されて 

いる「小説NON」2015年7月号を展示しています。 

  貸出可能な冊子もあります。是非ご覧ください。                                 

開学40周年記念展示 豊橋技術科学大学40年の歩み 
  平成28年10月に本学は開学40周年を迎えます。これを記念して，1階閲覧室東側（教員著作物

コーナー横）で，創立当時の大学から現在までを写真で紹介したパネルの展示や，過去に 

編纂した10年史，20年史，30年史，広報誌「天伯」，「雲雀ヶ丘だより」など，本学に関する資料の展示を

行っています。どうぞご覧ください。 

2014年度修士論文 ＰＣコーナーで公開  

  2014年度の修士論文PDFファイルが，図書館1Fパソコンコーナーの専用端末でご覧いただけるよ

うになりました。（但し，一部公開留保希望の論文を除きます。） 

  【修士論文の検索・閲覧】     

        2008年度以降修了 ⇒ 専用端末で検索・閲覧 

    2007年度以前修了 ⇒ 1F集密書庫に所蔵している冊子を閲覧 

                （年度・番号順に並んでいます。「修士論文題目一覧リスト」あり。）     

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/15RSC_trial.pdf
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://opac.lib.tut.ac.jp/mylimedio/dirsearch/dirsearch.do?dirid=kei_suisen&nodeid=kei_suisen&lang=ja&pnode=
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CiNii Dissertations －日本の博士論文をさがす－ 紹介 

  2015年6月11日に CiNii Dissertations が試験公開されました。CiNii Dissertationsは， 

国内の大学および独立行政法人大学評価・学位授与機構が授与した博士論文の一元的な検索を可能

にし，目的の論文へナビゲートするシステムです。 これにより CiNii は 3つのデータベースになりまし

た。画面上のタブで切り替えてご利用ください。 本学の博士論文の本文（公開許可されたもの）や要旨

は，豊橋技術科学大学学術機関リポジトリ  https://repo.lib.tut.ac.jp/ にリンクしています。 

 

 

 

 

  

 ■CiNii Articles 日本の論文をさがす  

  【URL】 http://ci.nii.ac.jp/ja 学協会刊行物・大学研究紀要など学術論文を検索 

 ■CiNii Books 大学図書館の本をさがす  

  【URL】 http://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja  全国の大学図書館等が所蔵する本（図書・雑誌）の検索  

 ■CiNii Dissertations 日本の博士論文をさがす 

  【URL】 http://ci.nii.ac.jp/d/  

  【ガイドブック・マニュアル】 http://support.nii.ac.jp/ja/cid/manual_outline 

 無料の文献管理ツール＆研究者ネットワークであるMendeleyのAndroid版がリリースされました。

Mendeleyは，デスクトップ(Windows,Mac,Linux)，モバイル(iOS，Android)，ウェブのマルチプラット

フォームに対応し，複数デバイス間で文献および注釈を同期して利用することができます。 

 

    【Mendeleyブログ(英語)】 http://blog.mendeley.com/mobile-2/mendeley-now-on-android 

    【Android版】 Google Play からダウンロード  

                   http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendeley      

    【Mendeley使い方ガイド】  http://jp.elsevier.com/online-tools/mendeley/users 
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Mendeley Android版 リリース 

NEW！ 

SciFinder 新機能PatentPak お試し 

 化学文献情報データベース SciFinder https://scifinder.cas.org/ の新機能 PatentPakがお試し

いただけます。 

 現在 １ID あたり5件まで無料で特許明細書ダウンロードが利用できます。そのほかの機能は有料で

す。 

   【PatentPak 詳細】  http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/patentpak/index.html 

https://repo.lib.tut.ac.jp/
http://ci.nii.ac.jp/ja
http://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja
http://ci.nii.ac.jp/d/
http://support.nii.ac.jp/ja/cid/manual_outline
http://blog.mendeley.com/mobile-2/mendeley-now-on-android
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendeley
http://jp.elsevier.com/online-tools/mendeley/users
https://scifinder.cas.org/
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/patentpak/index.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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JCR最新版データ公開 Web of Scienceからもリンクしています 

      【JCR URL】 https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ 

  トムソン・ロイター社がジャーナルのインパクトファクター（IF）を提供するJournal Citation Reports 

（JCR） 最新版を公開しました。最新版は82か国，237分野，11,149誌の情報を収録しています。 

 Journal Citation Reportsの40周年となる今回のリリースでは，2014年インパクトファクターの他，従来

の指標に加えて新しい2つの指標 Journal Impact Factor Percentile および Normalized 

EigenfactorTM の2指標が追加されるとともに，ジャーナルのより詳細な分析やオープンアクセス（OA）に

よる絞り込みを含むいくつもの機能強化が行われています。  

 【プレスリリース概要】   

    http://ip-science.thomsonreuters.jp/press/release/2015/40th-annual-JCR/ 

  【インターネット講習会】 7月10日(金)16:00-16:45 「インパクトファクター最新情報と利用方法」 

    http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/jcr/support/  

    申し込みは各自こちらのページから。ユーザーガイド（簡易マニュアル）・ビデオガイドもあります。 

★ JCR のデータは，上のURLから直接接続する以外に， 

Web of  Science http://webofknowledge.com/wos 

のデータベースからも利用できます。 

検索結果の雑誌名をクリックすると，その雑誌のインパクト

ファクター値などジャーナル情報がポップアップされます。  

Web of Science  Core Collection の画面からの場合 

更に詳しいデータ

はJCRのサイトで 

イ ン パ ク ト

ファクター値 

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://jcr.incites.thomsonreuters.com/
http://ip-science.thomsonreuters.jp/press/release/2015/40th-annual-JCR/
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/jcr/support/
http://webofknowledge.com/wos

