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お知らせ News
2016年が始まり，早１ヶ月が過ぎました。 2016年度は本学創立40周
年を迎えます。図書館も創設以来の大幅な改修を予定して
います。工事は年度後半からですが，図書の利用等，ご不便
をおかけすることがあると思います。ご了承ください。改修工
事の詳細についてはホームページ等で随時お知らせしてい
きます。

保存期限の過ぎた雑誌の無料配布
図書館に配架している雑誌のうち，保存年限が過ぎた雑誌の無
料配布を行います。
【配布期間】 平成28年 2月17日（水）～ 2月25日(木）
平日 9:00-20:00
土曜日 13:00-17:00 有人時間帯のみ
【配布方法】学内者のみ 先着順
2月17日・18日の2日間は一人1回15冊まで。
それ以降は 冊数制限ありません。2回目でも可。
学生証・職員証をお持ちください。
【配布場所】 1F パソコンコーナー横
【配布雑誌】 配布当日，1Fパソコンコーナー横のブックトラックに
載っている雑誌
例）バンドジャーナル・日経パソコン・Newton など
雑誌により年が異なります。 一部図書もあります。
（予定リスト）http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/haihuzassi27.pdf

卒業・修了予定者の図書の返却について
学部4年生，修士2年生，博士3年生の方が，2月24日（水）以降に
図書を借りる場合の図書の返却期限は3月15日（火）までとなりま
す。 従来の貸出期間20日間ではなく，期間短縮となりますので，図
書を借りる場合には返却期限に十分ご注意ください。
なお，学内進学される方は，入学後新しい学生証が交付される
まで，図書の貸出ができなくなりますのでご了承ください。
【対象者】 学部4年生，修士2年生，博士3年生
【貸出期間短縮開始日】 平成28年 2月24日（水）～
【返却期限】 平成28年 3月15日（火）
【貸出冊数】 7冊以内

お知らせ
・ 保存年限の過ぎた雑誌の
無料配布 （2/17～2/25)
・ 卒業・修了予定者の図書の返却
について
・ Microsoft 包括ライセンス メディア
の貸出について

2

・ 図書館内複写機の設置台数の
変更について

2

トピックス
・ 新着図書案内 アルバイト学生
おすすめ図書他

2

・ SD, Scopusなどの個人アカウント
ユーザー名の変更について

2

・ Springer とWiley の eBooks
追加購入 利用可能です

3

知って得する利用ガイド
・ 日経BP記事検索サービス
学外から利用できます

4

Page 2

図書館からのお知らせ

Microsoft 包括ライセンス メディアの貸出について
図書館では，Microsoft包括ライセンスメディア（Windows7, Windows8.1, Office2010,
Office2013) の貸出を行っています。
Windows8については，サポート終了のため貸出を終了しました。
メディアを借りたい場合は，情報メディア基盤センターの「Microsoft 包括ライセンスメディ
ア」のページをあらかじめお読みいただき，学生証・職員証をお持ちの上，貸出カウンターへお
越しください。【Microsoft 包括ライセンスメディア】https://imc.tut.ac.jp/wiki/Microsoft

図書館内複写機の設置台数の変更について
図書館内には，現在，2階及び3階に各1台の複写機（校費用）を設置していますが，利用状況を鑑
み，本年4月以降は，3階の複写機を撤去し，2階に1台のみとします。なお，3月末までに機器の撤
去・入替等の作業を行いますので，この間一時的に2階又は3階のいずれか1台のみ利用可能となりま
す。ご了承ください。
また，2階の複写機は使用方法が変わりますが，詳細は改めてお知らせします。

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。

新着図書案内 学生アルバイトおすすめ図書ほか
１F新着図書コーナーに，図書館で夜間および土曜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。選書した学生のコメントもどうぞご覧ください。
・「プログラミングのセオリー：プログラムの価値を高める“定石”を学ぶ」
技術評論社

2008.11

【請求記号】

007.64||YA

・「ホワット・イフ ? : 野球のボールを光速で投げたらどうなるか」
早川書房 2015.6 【請求記号】

404||MU

そのほか種々の新着図書も到着しています。
・「学術書を書く」 京都大学学術出版会 2015.9 【請求記号】021.3||SU
・「ETS公認ガイドTOEFL iBT」第4版
McGraw-Hill Education, 2013

【請求記号】830.7||ED

・「ガウディ計画（下町ロケット２）」
小学館

2015.11 【請求記号】 913.6||IK

など

最近２週間に受け入れた新着図書は 図書館ホームページの 右フレーム バナー
をクリックして

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ の 高度な検索項目

「新着図書」 からご覧ください。

SD，Scopusなどの個人アカウント ユーザー名の変更について
ScienceDirectやScopus などエルゼビア社のデータベースに個人登録しているアカウントの
ユーザー名が，E-mailアドレスになります。First NameとFamily Name を組み合わせた旧形式の
ユーザー名でサインインしようとすると，自動的に登録E-mailアドレスに変更されます。
サインインの際はその旨のメッセージが表示され，登録E-mailアドレスにも確認メールが送
信されます。旧形式のユーザー名を使用していた利用者の方はご注意ください。

Page 3

2016.2.10

Springer と Wileyの電子ブック追加購入 利用可能です
★ Wiley 電子ブック

- Wiley Online Books-

Wiley オンラインブックス 総合100タイトルパッケージを購入し，利用可能になりました。
Wileyが発行する全分野の書籍の中から選ばれたベストセラー100タイトルです。これまでに購入
したレファレンスワーク（参考図書）7タイトル・単行本35タイトルとともに研究，学習にご活用
ください。Wiley Online Libraryサイト http://onlinelibrary.wiley.com/ で利用できます。
・Wileyは
鍵の開いたマークの
タイトルがフルテキスト利用可能
・PDFファイルは印刷・保存が可能
・同時アクセス制限なし
・学外からはVPN接続やローミング
アクセスが可能
（学認システムは現在設定中です）

TUT Link(SFX) http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az/

【利用可能タイトル】
TUT Link（SFX)のページ
で確認できます。各タイト
ルへリンクしています。
【マニュアル：利用の手引きのページ】
http://www.wiley.co.jp/electronic/user.html

学外からの利用については，こちらの
ページhttp://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.htmlを参照してください。

★

Springer 電子ブック

①電子ブックを探
すタブで
②サービス名
Wiley Online
Library を選択

③一覧リスト表示
クリックしてその
図書のページへ

-Springer eBook Collection-

5分野2013年分，Engineering 分野 2014年に続き，Engineering分野 2015年分と Computer
Science分野 2015年分が利用可能になりました。
電子ジャーナルと同じSpringerLinkサイト http://link.springer.com/ で利用できます。
・タイトルごと（１冊まるごと）でも，章ごとでも，フルテキストPDFダウンロード可
・個人のモバイルデバイスにダウンロードも可
・同時アクセス制限なし
授業や輪読にも
・学外からは，VPN接続や学認システムも利用可
活用できます
【フルテキスト利用可能な 分野・年】
１．Biomedical and Life Sciences 分野 2013年
２．Chemistry and Materials Science 分野 2013年
３．Computer Science 分野 2013年・2015年
※Lecture Notes in Computer Science 創刊から1996年含む

４．Engineering 分野 2013年・2014年・2015年
５．Physics and Astronomy 分野 ※Lecture Notes in Physics 含む 2013年
【マニュアル】
・クイックユーザーガイド
http://www.springer.jp/librarian/files/SpringerLink_quick_userguide.pdf

・ブックリーダー(iPad･Kindle･Sony Reader)で読むには
http://www.lib.tut.ac.jp/search/Springer_eb_reader.pdf
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知って得する利用ガイド User Guide

2016.2.10

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。

日経BP記事検索サービス 学外から利用できます
【URL】

http://bizboard.nikkeibp.co.jp/academic/

日経BP記事検索サービス（通称：キジケン）」は，日経BP社が発行する雑誌約50誌分の記事をオンラ
インで検索・閲覧できるデータベースです。 図書館では購入していない 「日経ビジネス」「日経ソフト
ウェア」「日経ヘルス」などもオンラインで閲覧できます。

2月より学認サービスからの利用ができるようになりました。自宅など学外からでも，閲覧することがで
きます。学外から接続すると，「学認アカウントで利用する」というボタンが表示されますので，そこから
情報メディア基盤センターのアカウント・パスワードで接続してください。
【参照】 学外からの利用 日経BPの場合 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninNikkei.pdf
このデータベースは，「論文・レポートを書く」 「就職情報を収集する」 などの目的にも活用できます。
「論文・レポートを書く」 のページには，WordやExcel, PowerPointの利用法が学べる「パソコンスキル
アップ講座」があります。
学内で，年間に12,000本まで記事本文をダウンロード（本文ファイルの表示閲覧）することが可能で
す。まだ年間のダウンロードの上限を超えていませんので，是非ご利用ください。 但し，機械的・大量
ダウンロードは厳禁です。

※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

