
図書館からのお知らせ 

お知らせ News 

豊橋技術科学大学附属図書館  

発行日 2015.12.18  

  目次： 

お知らせ   

 ・  年末年始の休館について 1 

 ・ 実務訓練期間中における図書の   

長期貸出について(学部4年生対象) 

1 

  ・ 特別開館入り口のカードリーダー

が替わりました 

2 

  ・ ２０１６年外国雑誌・電子ジャーナ

ルの一部購読中止について 

2 

 ・ 年度末の図書購入依頼について 

 （教職員対象） 

2 

トピックス    

  ・  ブクログサイトのリニューアル 3 

 ・  InCites JCRの学認利用について 3 

知って得するガイド  

 ・ 自宅から利用できる電子ブック 4 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/2015１２18.pdf 

実務訓練期間中における図書の 

 長期貸出について（学部4年生対象） 

 実務訓練期間中で図書の貸出や返却ができない方のために，貸

出期間・冊数を変更して，対応します。  

 

  通常7冊貸出のところ，10冊まで貸出可能になります。  

 

   【対象者】  学部４年生の実務訓練受講者  

   【貸出手続期間 】  

          平成27年12月3日（木）～ 平成28年2月10日（水)  

     ※貸出延長はできません。ご注意ください。  

   【返却期限】 平成28年3月1日（火）  

   【貸出冊数】 10冊以内  

2015.12月号 

年末年始の休館について  

 年末年始の図書館開館時間についてお知らせいたします。    

 ★ 12月24日(木) 8:30 ～1月4日(月) 9:00 完全休館  

   ・24日・25日は館内大掃除のため完全休館です。 

   ・今年度も，年末年始は完全休館とさせていただきます。 

    特別利用も停止します。ご了承ください。 

 

 ★  １月4日(月) 9:00～ 無人開館 

    1月5日(火）～6日（水) 短縮開館（有人開館） 

    1月7日(木) 午前休館・短縮開館(有人開館) 

  

  開館時間が不規則となっています。 

 下記の図書館ホームページのお知らせやカレンダーを御確認 

 の上ご来館願います。 

 

 【図書館ホームページお知らせ】  

      http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu15.html 

  【カレンダー】 

   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu15.pdf 

  師走となり，あっという間に年末が押し迫ってきました。来週末の大掃

除に引き続き，年末年始，図書館は完全休館になります。 

本を借りたい方はお早めにお願いいたします。 

 尚，図書館カフェは，年内は本日18日までの営業です。

新年は１月12日から再開します。 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu15.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu15.pdf
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２０１６年外国雑誌・電子ジャーナルの一部購読中止について 

  2016年1月から，図書館設備費で購入していました次の冊子と電子ジャーナルの購入を中止し

ます。 

 ★冊子購読中止 

   Nature (Nature publishing) ,  Science (AAAS) 2タイトル 

   冊子体は中止しますが，電子版は利用できます。 

   【Nature Webサイト】  http://www.nature.com/nature/index.html 

     Nature本誌のみ 1997以降 利用可能 

   【Science Webサイト】  http://www.sciencemag.org/magazine 

     Science本誌のみ 1997以降 利用可能 

   ★電子ジャーナル購読中止 

   Journal of chemical phyics (AIP)  2016年から中止    

特別開館時間出入口のカードリーダーが替わりました 

 職員証・学生証がＩＣ化したことに伴い，図書館特別開館時間の建物出入口のカードリーダーが，非接

触型カードリーダーに替わりました。 

 カードリーダーに職員証・学生証をかざした後，パスワードと「En」をプッシュしてお入りください。 

 特別開館時の利用方法及びパスワードは「図書館利用ガイダンス」で説明しています。 

（この図書館利用ガイダンスを受講していないと，パスワードは有効になりませんのでご注意ください。） 

年度末の図書購入依頼について（教職員対象） 

   会計課よりお知らせしていますが，予算の適正かつ早期執行のため，平成27年度予算で図書を購入

される場合は，手元に図書(現物)がある場合は1月末までに，未発注の場合は１月15日までに購入依頼

等をしていただくようお願いいたします。 

  ①未発注の場合 →  図書館ホームページの「マイライブラリ」から購入依頼 

  ②手元に図書（現物）がある場合 → 大学研究費管理会計システムから購入依頼書を作成し， 

     購入依頼書・支払書類（納品書・請求書等）と一緒に図書（現物）を速やかにご

提出ください。 

  外国図書などは発注してから入手するまでに時間がかかります。早めの依頼を 

お願いします。 

  購入依頼の方法などは， 

  【図書購入依頼のページ】 http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html 

を参照ください。ご不明な点は情報管理係へお問い合わせください。 

http://www.nature.com/nature/index.html
http://www.sciencemag.org/magazine
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html
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 本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。 

InCites JCR の学認利用について 

雑誌のインパクトファクター値などが検索できる InCites JCR の学認利用が可能に

なりました。次の専用URLより利用できます。 

【JCR 学認ログイン用URL】 

http://login.incites.thomsonreuters.com/?

DestApp=IC2JCR&auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://idp.imc.tut.ac.jp/idp/shibboleth 

 学外から利用する場合は，こちらから接続してください。 

ブクログサイトのリニューアル 

 Web本棚サービス ブクログサイト 

  【URL】 http://booklog.jp/users/tutlibrary 

 が11月24日にリニューアルしました。本棚や表紙画像の表示

が，これまでより大きくなり，表示領域に合わせて可変すること

で，モバイル端末など様々な環境に収まるようになりました。 

 リニューアルに伴い，幾つか変更点があります。 

 これまでの左側フレームにありましたカテゴリは，画面上部の

ボタンをクリックして「カテゴリの一覧」を表示して絞り込んでくだ

さい。また，OPACへのリンクなどを記載していたレビュー欄は 

本の画像の下の をクリックしてご覧ください。 

新しい画面 

http://login.incites.thomsonreuters.com/?DestApp=IC2JCR&auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://idp.imc.tut.ac.jp/idp/shibboleth
http://login.incites.thomsonreuters.com/?DestApp=IC2JCR&auth=ShibbolethIdPForm&entityID=https://idp.imc.tut.ac.jp/idp/shibboleth
http://booklog.jp/users/tutlibrary


※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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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。 

  もうすぐ冬休みです。大学で契約している電子ブックのうち，自宅など学外から利用できる電

子ブックを紹介します。実務訓練などで長期に大学を離れる方にもおすすめです。 

 学外からアクセスする方法のひとつである「学認」サービスを利用すると，学内にいるのと同様

な環境で検索ができます。各サイトごとの学認への認証リンクを示したマニュアルは，「学外から

の利用のページ」に掲載しています。 

  【参照】学外からの利用のページ  http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html 

 

 ★Maruzen eBook Libraryの場合  

  学外から図書館ホームページの Maruzen ebook Library をクリックすると左の画面が表示されます。 

  「学認アカウントをお持ちの方はこちら」から 

 お入りください。学認アカウントは，情報メディア 

  基盤センターのユーザー名・パスワードです。 

 Maruzen eBook Library で利用できるタイトルは 

  和書・洋書 ３３４タイトル。テキストから試験問題集， 

 英語多読用図書も 

 あります。 

 

他に 「学認」サービスの利用できる電子ブックは次のとおりです。  

  ★NetLibrary (EBSCOhost ebook collection)  

    和書98タイトル・洋書フリーアクセス約3,500タイトル  

  ★KOD （研究社オンライン辞書） 研究社英和辞典・和英辞典，三省堂「大辞林」など18辞書 

  ★Elsevier社 ScienceDirect ebook  Engineering分野126タイトル 

  ★Wiley社 Wiley Online Books 単行本35タイトル，Reference Book次の7タイトル 

 ・Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology  ・Patai's Chemistry of Functional Groups 

 ・Organic Reactions  ・eMagRes   ・Handbook of Combustion   ・Characterization of Materials 

 ・Handbook of Social Psychology  

  ★Springer 社 Springer eBook Collection単行本５分野 約4,000タイトル, SpringerProtocols ２０１４年分も利用可能  

タイトルリストは，図書館ホームページの 電子ブックのページ をご参照ください。 

VPNサービスや，個人アカウントを登録して学外から利用するサービスもあります。 

 自宅から利用できる電子ブック 

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.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList/P1/%20/P2/TITLE/P3/true/
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList/P1/%20/P2/TITLE/P3/true/
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471238961
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470682531
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471264180
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470034590
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9783527628148
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0471266965
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470561119
http://www.lib.tut.ac.jp/search/ebook.html

