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蔵書点検に伴う臨時閉館のお知らせ 

 学生の夏休み期間を利用して，館内蔵書点検を行います。そのた

め，次の期間中，臨時閉館します。 １４日・１５日は特別利用も停止し

ますのでご注意ください。 

  【完全閉館】（特別利用も停止）  

    平成27年9月14日(月)  8:30  ～ 9月16日(水)  17:15  

  【特別開館】（特別利用は可能）  

    平成27年9月16日(水) 17:15  ～ 9月17日(木) 8:３０  

 図書館の蔵書には，「豊橋技術科学大学附属図書館」の押印 

があり，バーコードが貼付されています。教室や，研究室に置き 

忘れられている図書館の本を見かけましたら，カウンターまでお 

持ちいただければ幸いです。 

   9月になり，図書館は通常開館に戻りました。平日朝９時から夜８時， 

土曜の午後１時から５時まで開館しています。 夏期休業期間中の長期貸

出は学生の方は１３日までです。（教職員の方向けは５日 

で終了しました。） 長期貸出で借りられた本の貸出延長 

はできませんので，返却くださいますようお願いいたします。 

図書館システム停止  9月28日  

 図書館システムのリビジョンアップのため，9月２８日(月) 次の

サービスを一時停止します。システム停止期間中，貸出返却に

ついてはカウンターで対応します。 

 【停止日時】 平成27年9月28日(月) 9:00～15:00 予定 

 【利用できないサービス】 

  ・自動貸出装置の利用 

  ・所蔵検索(OPAC) 

  ・図書の貸出・延長や予約 

  ・マイライブラリの利用 

 （Webからの図書購入依頼・複写依頼・現物貸借依頼・利用状況確認など) 

  ・複写依頼・現物貸借サービス 

  ・図書の受入手続き 

電子ジャーナルやデータベースの利用，館内学生用パソコンや

プリンタの利用は通常どおり利用できます。 

 【詳細】 図書館ホームページ 9月4日付けお知らせ  

     http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mente20150928.html 

9月14日～9月16日 

10月１日は開学記念日のため休館です 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mente20150928.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。 

オープンキャンパス 御来館ありがとうございました 

 ８月22日（土）開催の豊橋技術科学大学オープンキャンパス，大学としても盛況でした

が，図書館にも多くの方が来館されました。炎天の下，図書館の玄関前に開いた赤いパラソ

ルにも引き寄せられたのか，1,028名もの来館がありました。 

 図書館内では，“学びの場・図書館で，身近にある科学に触れ

てみよう！“ というテーマの下に，毎年恒例の物知りクイズ

や，立方体や多面体の折り紙に挑戦していただいたり，大学紹介

DVDの視聴や，高根おはなしの会による絵本読み聞かせ会など，

多くの催事に参加いただきました。 

 今年初めて行った“英字新聞 de
で

 エコバッグ”作成。英字新聞

をリサイクルして紙製のバッグを作ってみました。参加者にはと

ても好評でした。 

 

 尚，図書館は，大学の地域貢献の一環として，普段より 

オープンキャンパスの日以外でも，教育・研究に従事される方のみならず，一般市民の方々

にも開放し，図書やDVDの貸出も含めご利用頂けるようになっています。是非ご家族の方に

もご紹介ください。 

新着雑誌紹介  
 2015年度上半期の芥川賞受賞作 又吉直樹著「火花」，羽田圭介著「スクラップ・アン

ド・ビルド」が話題となっています。この2作品が掲載された雑誌「文芸春秋9月号」は図書

館でも購入しています。雑誌なので残念ながら貸出はしていませんが，立ち寄られた際には

ご覧ください。現在，1F新着コーナー横で展示しています。 

 その他，最近の芥川賞・直木賞受賞作では 

 「サラバ」西加奈子著 913.6||NI    「何者」朝井リョウ  913.6||AS  

 「穴」小山田浩子      913.6||OY     「共喰い」田中慎弥    913.6||TA   

 「苦役列車」西村賢太 913.6||NI    ここまでは配架場所：図・3F開架  

 「下町ロケット」池井戸潤 913.6||AS   配架場所：図・1F知の泉     などを 

所蔵しています。こちらは貸出可能です。  

雑誌製本作業が終了しました  

 ６月号でお知らせしました雑誌製本作業が終了しました。2014年発行の雑誌は，書架移動中

のため配架できない数タイトルを除き，２階の各該当の書架に配架しました。お探しの雑誌が

見つからない場合はカウンターへお尋ねください。 
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 化学文献情報データベースSciFinder (化学情報協会) に関する情報です。 

★SciFinder インターネットセミナー 

     【日程】9月16日(水) 11:00 – 11:20    SciFinder文献管理法 

      11月18日(水) 11:00- 11:20    SciFinderポリマーの登録ルールと検索法  

   【申込先】http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html 

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

 参加を希望される方は，各自申込先URLからお申し込みください。  

 

★バージョンアップ情報 

 バージョンアップがありました。化学物質検索の一覧表示から主要物性値 - 分子量， 

沸点，融点，pKa，密度 が化学物質検索結果の一覧表示画面と同一画面上で表示されるよう

になりました。その際，実測物性値を優先して表示します。また一覧表示の主要物性値から，

詳細な物性情報を確認する場合，クリック操作のみで詳細表示画面の記載箇所に移動します。 

  【新機能の詳細】 ヘルプページ https://scifinder.cas.org/help/scifinder/R36/index.htm の 

   What’s new  in SciFinderをご覧ください。また，最新機能に関する質問・ご要望は 

   化学情報協会 ヘルプデスク support@jaici.or.jp へお問い合わせください。 

 

★エラーへの対処法 

 SciFinderでエラーが起きた場合はまずこちらのページを御確認ください。 

  http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_trouble.pdf  

★その他 ７月号でお知らせしました PatentPakオプションのお試しは終了いたしました。 

 SciFinder 関連情報 

Scopus 関連情報 

 文献検索データベース Scopus(エルゼビア社）に関する情報です。 

 

★Scopus : IE8サポート中止のお知らせ（2015年10月1日） 

 Scopus は，2015年10月1日（木）にInternet Explorer 8（IE8）のサポートを中止します。 

これは，Microsoft社がIE8のサポートを終了する2016年1月12日よりも数か月早い終了です。 

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

 

★Scopus：Chrome 45でPDF一括ダウンロード機能が利用不可 

 9月1日にリリースされたChrome 45では，ScopusのPDF一括ダウンロード機能が利用でき

なくなりました。この機能が動作するためにはNPAPIプラグインが必要ですが，Chrome 45

からNPAPIプラグインがサポートされなくなることが理由です。 

 今後もChromeでPDF一括ダウンロード機能をご利用したい場合は，Chrome 45にバージョ

ンアップしない，あるいはIE9以上またはFireFoxを使用する，のいずれかの対応をお願いい

たします。エルゼビア社ではこの件について今後の対応を検討中です。 

  【詳細】ユーザー向け情報 http://jp.elsevier.com/online-tools/scopus/users  

http://www.jaici.or.jp/webex/e-seminar.html
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/elearning/index.html#webex
https://scifinder.cas.org/help/scifinder/R36/index.htm
mailto:support@jaici.or.jp
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_trouble.pdf
http://jp.elsevier.com/online-tools/scopus/users


   ※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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   2015年4月30日，Elsevier社は同社の雑誌掲載論文のセルフアーカイビング等に関する新たな 

ポリシーを発表しました。 

 

 【主な変更点】 

 ・旧ポリシーは，Posting（掲載）という1つのポリシーにまとめられていましたが， 

  新ポリシーは，著者の立場からのSharingと，ホスティングサービスの立場からのHostingに 

  分けられています。 

 

 ・旧ポリシーでは，機関による義務化の有無によって著者最終原稿をリポジトリで公開できるタイミン   

  グが異なっていましたが，新ポリシーではこの区別をなくし，ジャーナル別のエンバーゴ期間を設定 

  しました。 

   論文の投稿前： プレプリントを機関リポジトリに掲載することが可能 

   論文の受理後： 著者最終原稿を機関リポジトリに掲載することが可能だが，閲覧範囲は機関内のみ 

   論文の出版後（エンバーゴ期間内）: 

                    ゴールドオープンアクセス論文（出版社版）を機関リポジトリで公開することが可能 

   論文の出版後（エンバーゴ終了後）： 

          購読論文の著者最終原稿を機関リポジトリで公開することが可能 

          著者最終原稿にはCC-BY-NC-NDの記載が必要 

 

  ・「博士論文＝出版社版」の場合，旧ポリシーでは著者最終原稿を機関リポジトリに掲載することを 

  お願いしていましたが，新ポリシーでは出版社版を掲載しても大丈夫になりました。 

 

 

【エルゼビア社サイトより】 

    ★Unleashing the power of academic sharing - Elsevier Connect 2015/04/30 

           http://www.elsevier.com/connect/elsevier-updates-its-policies-perspectives-and-services-on-article-sharing 

    ★Sharing http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing 

    ★Hosting   http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/hosting 

    ★ジャーナル毎のエンバーゴ期間一覧リスト  

       http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/78476/external-embargo-list.pdf 

【クリエイティブ・コモンズ・ライセンス】 CC-BY-NC-ND  表示・非営利・改変禁止 

 クリエイティブコモンズライセンスとは http://creativecommons.jp/licenses/ 

 

  この変更により，エルゼビア社掲載論文の本学機関リポジトリへの搭載時期も従来と異なってきますので，ご了承 

ください。 

エルゼビア社の新セルフ・アーカイビング ポリシー 

 今号は「知って得する利用ガイド」はお休みします 

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
http://www.elsevier.com/connect/elsevier-updates-its-policies-perspectives-and-services-on-article-sharing
http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/sharing
http://www.elsevier.com/about/company-information/policies/hosting
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/78476/external-embargo-list.pdf
http://creativecommons.jp/licenses/

