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8月7日(金)～8月31日（月）の図書館の

開館時間のお知らせ  

  8月7日（金）～8月31日（月）の附属図書館の開館時間は，次のと

おりです。試験期間中の延長開館は，8月6日で終了です。8月7日は

17時15分までの短縮開館，その後17日朝９時までは完全閉館となっ

ていますのでお間違えのないようにお願いします。  

  【8月の開館状況表】  

     http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kakirinji15.pdf  

 

  停電・一斉休業及び省エネのため,及び，オープンキャンパス

会場準備のための臨時閉館についても併せてお知らせします。 

 尚, 臨時閉館期間については, 特別利用も停止いたします。  

 １．開館時間  

 

 

 

 

 

 

            8月22日（土）は本学オープンキャンパスのため， 

        10:00～17:00まで通常開館（有人開館）とします。 

 ２．臨時閉館（特別利用も停止） 

   平成27年8月7日(金)  17:15 ～ 8月17日(月) 9：00 

   ※受変電設備定期点検による停電・一斉休業 

     及び省エネのため   

      平成27年8月21日(金) 17:15 ～ 8月22日(土) 10:00 

  ※オープンキャンパス会場準備のため 

   通常開館 

 （有人開館） 

  特別開館 

 （無人開館） 

 月～金曜日 9:00 ～ 17:15  0:00 ～  8:30， 

17:15 ～ 24:00 

 土・日曜日   ―――   0:00 ～ 24:00 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kakirinji15.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。 

 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。 

 マイクロソフト包括ライセンスメディア・視聴覚資料（DVD・CD）の貸出期間等の変更はありません。 

夏期休業期間中の長期貸出 実施中 

オープンキャンパス(8/22) の図書館  

【附属図書館のオープンキャンパスの内容】  

 “学びの場・図書館で，身近にある科学に 

 触れてみよう！”  

 

今年も，好評の「ものしりクイズ」･「折り紙」に加え，「絵本の読み聞かせ会」を行います。 

   ・DVD上映会 （科学DVD・本学紹介DVD）   ・附属図書館見学ツアー  

   ・絵本の読み聞かせ                 ・ものしりクイズに挑戦       

   ・折り紙・切り紙で楽しもう   

    (立方体・多面体折り紙 “英字新聞 de ペパバッグ”作り など)  

   ・絵本で楽しもう  

 オープンキャンパスの催事は午後4時までです。 

 尚，午前10時から午後5時まで開館し，貸出などの通常業務も行っています。ぜひご来館ください。 

 Wileyのジャーナルに論文を投稿した著者のために，セルフ・アーカイビング ポリシーのページが新しく

公開されました。Journal Policies のドロップダウンメニューから，ジャーナルの誌名を選ぶだけで，ポリシー

の概要を簡単に確認することができます。ワイリー・ジャパンのブログ「ワイリー・サイエンスカフェ」の記事

「論文著者が権利上やっていいこと・ダメなこと」と併せてご活用ください。 

  【Wiley Self-Archiving Policyサイト】http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-820227.html 

  【ブログ】 論文著者が権利上やっていいこと・ダメなこと（2014.12.25 記事) 

                                                http://www.wiley.co.jp/blog/pse/?p=30591 

        セルフ・アーカイビングポリシーのまとめページ新設 （2015.6.8 記事） 

                         http://www.wiley.co.jp/blog/pse/?p=32349 

Wiley セルフ・アーカイビング ポリシー 

javascript:void(0)
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新着図書案内  アルバイト学生おすすめ図書 

 １階新着コーナー横で，図書館で夜間および土日に勤務している学生の方たちが選書した図書を展示

しています。 学生の作成した，図書の紹介ポスターもどうぞご覧ください。  

  

 ・「これ1冊でできる!ラズベリー・パイ超入門 」   

   福田和宏著 ソーテック社 , 2015.4 改訂第２版  

   【請求記号 548.29 | | FU 】 

 ・「フェルマーの最終定理 : ピュタゴラスに始まり，ワイルズが証明するまで 」 

    サイモン・シン [著] ; 青木薫訳 新潮社 , 2000.1  

   【請求記号 412.2 | | SI 】 

 ・「HTML5完全読本 : 実践テクニックとWebデザインの最新動向」  

   エムディエヌコーポレーション, インプレスコミュニケーションズ (発売) ,  2014 

   【請求記号 547.48 | | HT 】   など  
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Scopus 関連情報 
  文献情報データベースScopus（エルゼビア社）に関するお知らせです。 

★Scopusバージョンアップ(7月リリース) 

 7月30日にScopusのバージョンアップがありました。 

 ・抄録＋参考文献ページにMetrics（論文評価指標）欄の追加 

   従来から提供されている単純な被引用数に加えて，分野を補正した被引用インパクトや 

   ベンチマーキング，論文以外の媒体からの言及を確認できるようになりました。 

 ・収録誌一覧ページでオープンアクセス誌のみを表示 

 【画面ショットを含む詳細はこちら】  

  http://jp.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/263193/scopus_release_201507.pdf 

 

★Scopusコンテンツ情報 

 Scopusは従来，1996年以降の論文の参考文献を収録していましたが，昨年末から1995年～

1970年の論文に参考文献を追加する参考文献拡充プロジェクトを開始しました。現時点で以下

の出版社の参考文献の搭載が完了しています。約400万論文に8,300万件の参考文献が追加され

ました。 ・American Physical Society (APS) ・Elsevier ・Springer 

 【プレスリリース】 http://jp.elsevier.com/press-releases/2014/20140327 

 

★Scopus IE8サポート中止のお知らせ 

 ユーザーの皆様に最適な利用環境とパフォーマンスを提供するため，2015年10月1日（木）

にInternet Explorer 8（IE8）のサポートを中止します。Scopusの新しい機能をご利用いただく

ために，IE9以上のバージョン，Google Chrome，またはFirefoxをご利用ください。 

http://jp.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/263193/scopus_release_201507.pdf
http://jp.elsevier.com/press-releases/2014/20140327


   ※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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ブクログサイト紹介  キャリア・就活関連図書 

  Web本棚 ブクログサイト  

  http://booklog.jp/users/tutlibrary を利用して 

 本学図書館で所蔵している図書を紹介しています。   

 図書館ホームページの上のバナー をクリックすると ブクログサイトに接続します。 

  ブクログサイトでは，左側フレームのカテゴリで，それぞれの本棚を表示することができます。 

 

 カテゴリ 「就活・キャリア」 の本棚 

 では，大学での研究生活や，就職活動 

 に役立つ図書を搭載しています。 

 

 レビュー欄には，【配架場所】 

 【請求記号】 【OPACへのリンク】を記載。 

 貸出状況はOPACで確認ください。 

 図書の内容は，Amazonサイトで参照する 

 ことも可能です。 

 

 そのほかに，テーマ別のカテゴリでは 

  「レポート・論文・プレゼン」 

    「大学新生活」 

  「英語・グローバル関連」 

  「マレーシア・ペナン」 

 の本棚を作成しています。 

 どうぞご利用ください。  

  
クリックして

本棚を表示 
OPACのサイトへリンクしま

す。貸出中のときは予約も

可能です  

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
http://booklog.jp/users/tutlibrary
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http://booklog.jp/users/tutlibrary?display=front&category_id=2620261&status=0&rank=0&sort=sort_desc
http://booklog.jp/users/tutlibrary?display=front&category_id=2628917&status=0&rank=0&sort=sort_desc

