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卒業・修了予定で学内進学される方へ  

  3月春休み期間に入り，図書館は短縮開館を行っています。 

  平日午後5時15分までの開館です。それ以降，および土日祝日は 

特別開館（IDカードによる入館）になりますので，よろしくお願いいたしま

す。4月4日(月)より午後8時までの通常開館に戻ります。 

 図書館カフェも春休み中はお休みです。 

 

  4月には図書館利用ガイダンス、続けて各種電子ジャーナルやデー

タベースの利用についての文献情報ガイダンスを開催予定です。 

詳細はメールや図書館ホームページ等で順次お知らせします。   

2016.3月号 

  学部４年生，修士２年生，博士３年生の方で学内進学される方

は，図書の貸出が現在できません。Microsoft包括ライセンスメディ

アの貸出も同様です。ご了承ください。 

館内利用は可能です。 

 新年度4月に入りましたら貸出可能となる予定です。 

 図書館２階に設置している複写機(校費用）は３月17日(木)に新し

い機器に入れ替わりました。これに伴い使用方法が変わります。 

 

 使用の際に職員証（IDカード）又は図書館で配付する新しい専用

のコピーカードが必要です。専用のコピーカードをご

希望の方は，図書館カウンターへお申し出ください。 

 なお，従来配付していました図書館専用のコピー

カードは使用できませんので，お持ちの方は図書館

カウンターへ返却くださるようお願いします。 

 

２階の複写機の交換後は，３階の複写機は撤去し，２階の１

台のみになります。 

校費用複写機の利用方法の変更について 

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

新着図書案内  

 １F新着図書コーナーに続々と新着図書が配架されています。理工学分野の専門書から一般小説，

教養のための本など様々な図書が入ってきています。 

  最近２週間に受け入れた新着図書は 「資料の検索」 https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ の ページ

の高度な検索項目「新着図書」 からご覧ください。 

 

 貸出中の場合はOPACで予約も可能です。貸出中の状況の詳細画面に表示される「予約」ボタンをク

リックしてください。LDAP認証画面のアカウントとパスワードは，情報メディア基盤センターのアカウント

とパスワードです。 

 

  ・「科学論文はこう作る!: 作成ツール使いこなし術」児島将康 

      中外医学社 2015 【請求記号 407 || KO】 

  ・「驚くほど相手に伝わる学会発表の技術」飯田英明 

      中山書店 2015 【請求記号 407 || II】  

   ・「羊と鋼の森」 宮下奈都 

           文芸春秋, 2015 【請求記号 913.6 || MI】 

   ・「君の膵臓を食べたい」 住野よる 

          双葉社,2015  【請求記号 913.6 || SU】 

   ・「この日本で生きる君が知っておくべき「戦後史の学び方」 」 

     池上彰   文芸春秋, 2013 【請求記号 210.76 || IK】 

   ・「10年後，生き残る理系の条件」 竹内健 

           朝日新聞出版 , 2016 【請求記号 507 || TA】  

 

   また，１F・地図ガイドコーナーに配架する「るるぶ国内版」シリーズの最新版も購入しました。貸出も

可能ですので，出張や旅行の際にご活用ください。 

 

学生用パソコンの一時利用停止等について 

春期メンテナンスによる一時利用停止について 

 【停止日時】３月14日(月) ～ 3月19日(土)  

 閲覧室１F・２Fの学生用パソコン（情報メディア基盤センターの端末）15台およびプリンタが 

一時利用停止中です。 

 詳細は 情報メディア基盤センター速報 No.130 をご覧くさい。 

また，3月25日のメール利用停止等についての 3月16日付けの情報メディア基盤センターお知ら

せ もご参照ください。  

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
http://www.imc.tut.ac.jp/sokuho/no15130
http://www.imc.tut.ac.jp/news/237
http://www.imc.tut.ac.jp/news/237


Page 3 

2016.3.18 

 先月号でお知らせしました Springerと Wileyの電子ブックに続き，Maruzen eBook Library と 

EBSCOhost eBook Collection(NetLibrary) の電子ブックを購入しました。 

 

★Maruzen eBook Library 

  和書130タイトルを追加しました。現在464タイトルが利用できます。 

 理工系分野をはじめとして，電験三種やITパスポート試験などの問題集，TOEICなどの語学学習用テキ

スト，就活用の図書などです。 

  【URL】https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList/P1/%20/P2/TITLE/P3/true/ 

  【利用ガイド】https://elib.maruzen.co.jp/app/eguide/information.html 

  【タイトルリスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20160302.pdf 

  【同時アクセス】  

   １冊の図書につき同時アクセス 1 

  【学外からの利用】  

   学認サービス，VPNサービスなど 

   学認マニュアルはこちら 

http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninMZ.pdf 

 

 

★EBSCOhost eBook Collection (NetLibrary) 

 洋書87タイトルを追加しました。日本や外国の小説の英語版，一般教養の洋書，留学生のための日本

や日本語に関する洋書などを購入しました。これまでに購入した和書98タイトル，無料の洋書約3,500タイ

トルと合わせてご利用ください。 

  【URL】 http://search.ebscohost.com/ 

  【利用ガイド】http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/netlibrary/contents/New_NetLibrary_Manual.pdf    

  【購入タイトルリスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/search/NetL20160303.pdf 

  【同時アクセス】  

   1冊の図書につき同時アクセス 1 

  【学外からの利用】  

   学認サービス，VPNサービスなど 

http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninNL.pdf 

 

 

 直接 上のURLからMaruzen eBook 

Libary や EBSCOhost eBook Library

(NetLibrary)のページへ直接接続するか，あるいはTUT Link(SFX) http://sfx10.usaco.co.jp/tut/azの

「電子ブックを探す」タブからサービス名「Maruze eBook Library」「EBSCOhost」で検索し，一覧からタイ

トルをクリックして接続してください。OPACへの搭載も準備中です。 

電子ブック 利用可能タイトル追加 

不思議な図書館 

 村上春樹 英語版 

インフェルノ 

 ダン・ブラウン 

Remembering Kanji

(漢字学習ガイド) 

https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList/P1/%20/P2/TITLE/P3/true/
https://elib.maruzen.co.jp/app/eguide/information.html
http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20160302.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninMZ.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninMZ.pdf
http://search.ebscohost.com/
http://www.kinokuniya.co.jp/03f/oclc/netlibrary/contents/New_NetLibrary_Manual.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/search/NetL20160303.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninNL.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninMZ.pdf
http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az
http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az
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   ※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 
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 ■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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化学文献情報データベースSciFinderに関しまして利用上の注意などを再度掲載いたします。 

 

【ユーザー登録について】 

 ・利用にはユーザー登録が必要です。 

 ・SciFinderのID を取得できるのは，1ユーザーあたり1つだけです。 

 大学院進学等でメールアドレスに変更があった場合は，新しいIDを取得するのではなく， 

下記資料を参考に登録メールアドレスを変更してください。 

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

 また，２年間利用がないとID削除（利用凍結）の連絡がきます。ご注意ください。 

 

【授業利用について】 

 ・SciFinderは同時アクセス無制限ですので，授業利用も可能です。 

  実習形式での授業で SciFinderをご利用の場合には，アクセスが集中し， レスポンスの低下や， 

一時的にアクセス制限が起こる可能性があります。 事前にご利用の予定日をお知らせいただければ

サーバーに余裕を持たせるなどの対応を化学情報協会で対応して頂けます。情報管理係まで御連

絡ください。 

 そのほかマニュアルなどは次の学内専用ページをご覧ください。 

  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html 

 尚，新年度に専門講師を迎えて利用講習会を予定しています。詳細は後日ホームページ等でお知

らせいたします。是非ご参加ください。 

 

【その他】 2016 SciFinder Future Leaders プログラムのご案内 

 SciFinder の提供元である CAS が，今年も 8 月の米国化学会年会開催に合わせ，世界中の情報検索に興味

のある博士課程在学中の学生とポスドクを対象とした情報交換プログラムを開催します。応募方法を含めた詳細は

以下をご参照ください。応募締切は 4 月 18 日 (月) 。 

  詳細：https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=1624 

「知って得する利用ガイド」今号はお休みします 

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.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinder_reg.html
https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=1624

