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3/28 竣工記念セレモニーを開催 

 3月28日（火）に附属図書館竣工記念式典・披露会が開催されまし

た。当日は多くの御来賓および学内の方々に御出席いただきまし

た。当日の様子，写真は本学ホームページやFaceBookにも掲載され

ています。 

 

【本学公式ホームページ News&Topics 3月30日 イベント報告】 

 https://www.tut.ac.jp/news/170330-10132.html 

【本学公式Facebook] 

 3月29日 

  https://ｗww.facebook.com/toyohashi.tech/posts/1177871855674337 

 3月30日 

 https://www.facebook.com/toyohashi.tech/posts/1178890135572509 

 

 そのほか,Facebookに掲載された記事（写真）等は図書館ホーム

ページの広報・概要のページにまとめています。ご覧ください。 

 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/gaiyo.html#kaisyu 

 3月21日にリニューアルオープンし，早1ヶ月が経とうとしています。4月に 

なり新入生を迎え，真新しい図書館で図書館利用ガイダンスを行いまし

た。来館者も増え始め，授業が始まる前まで，気に入った場所で各自思い

思いに過ごしている姿が見受けられます。 

 まだ新しくなった図書館に来られていない方は，是非一度ご

来館ください。 無事に図書館改修工事が終了し，図書館業

務が再開できたことに感謝いたします。仮図書室での開館や

臨時閉館にご協力いただきありがとうございました。 

2・3階図書館エリア休館日(毎月最初の木曜

午前)でも1階マルチプラザは利用できます 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
https://www.tut.ac.jp/news/170330-10132.html
https://www.facebook.com/toyohashi.tech/posts/1177871855674337
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http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/gaiyo.html#kaisyu
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図書館利用ガイドを更新しました 

 改修後の図書館に対応した利用ガイドに更新しました。主に2・3階の図書館エリアの利用についての

案内です。図書館ホームページからもダウンロードできます。どうぞご利用ください。4月3日より特別開館

時間の利用も再開しています。 

  【学内者用】http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/annai_gakunai29.pdf 

    英語版  http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/annai_eng29.pdf 

  【学外者用】http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/annai_gakugai29.pdf 

  【2017年度 図書館エリアカレンダー】 

          https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/?q=library_calendar/annual/1/7 

 2・3階の図書館エリアは，毎月第一木曜午前中のほか，夏季一斉休業や年末年始など休館日があり

ます。詳細は，カレンダーをご覧ください。   

 1階のマルチプラザは，2・3階が休館日でも利用することができます。 全館休館日につきましては，

ホームページやメールでご案内予定です。 

1階マルチプラザの案内ページを掲載しました 

  図書館1階に新設されましたマルチプラザの案内ページを、図書館ホームページに掲載しました。 

各エリア・部屋の概要・利用時間・機器設備等はこちらをご覧ください。 

 

【マルチプラザ案内ページ】 

 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/multiplaza.html 

雑誌バックナンバー資料の利用について 

  雑誌バックナンバーのうち，2014年以前発行の外国雑誌などについては、まだ改修に伴う再配架作業が

終了していないためご利用できません。利用可能かどうかは，以下のとおりです。 

  大変申し訳ございませんが，OPAC等で本学所蔵となっていても利用できませんので，利用できない資料

をご覧になりたい場合，他機関からの文献複写物取り寄せ（ILL）になります。 

 【雑誌新配架場所と利用の可否について】 

       ①2015年製本分,2016年,2017年新着 ・・・・・・・・   2階雑誌書架 利用可能 

      ②1986年以降バックナンバー  保存年限あり  ・・・ 2階雑誌書架 利用可能 

               〃          保存年限なし  ・・・  3階集密書庫 （※） 

                                          国内雑誌の一部のみ可能 

                                          外国雑誌利用不可 

      ③1985年以前バックナンバー ・・・・・・・・・・・・      別置書庫（エネセン棟 ※） 

                                          国内雑誌の一部のみ可能 

                                           外国雑誌利用不可 

      ④大学紀要・高専紀要・企業紀要  ・・・・・・・・・・・・  2階紀要コーナー 利用可能 

http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/annai_gakunai29.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/annai_eng29.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/annai_gakugai29.pdf
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/?q=library_calendar/annual/1/7
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/multiplaza.html
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 ※ ②3階集密書庫および③別置書庫に配架している資料を利用希望の場合は、「資料利用申込書」

を図書館カウンターまたは情報サービス係まで提出してください。現在書庫へは利用者の方は入ること

はできません。 

  【書庫雑誌利用申込のページ】  http://www.lib.tut.ac.jp/irai/irai_syoko.html 

  【書庫内資料利用申込書】 

                 word版 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/syoko-order.docx 

                  pdf版   http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/syoko-order.pdf 

 カウンターで引き渡し可能になり次第，メールでご連絡いたします。 

 再配架作業中で書庫所蔵でも現在利用できない資料については，ILL申込をご案内申し上げます。 

  【複写依頼・貸借依頼(ILL)のページ】  http://www.lib.tut.ac.jp/irai/irai_ill.html 

 図書館1階ワークステーションエリアに，情報メディア基盤センターに設置していたポスター印刷用の大

型プリンタ－が移設されました。3月21日より利用再開しています。 

 利用には申請が必要ですので，利用を希望される方は「大型プリンター利用申請書」を情報管理係宛

に提出してください。(学内者のみ)。 利用申請は毎年度必要ですので，情報メディア基盤センター設置

時に利用申請されている方も４月以降の利用にかかる利用申請書を提出してください。 

  【大型プリンター利用のページ：利用手続き・利用方法・料金】 

                        http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/printer.html 

  【大型プリンター申請書】 word 版 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/ogata.docx   

                  pdf版    http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/ogata.pdf 

【注意事項】 

 24時間利用可能なため，1階ワークステーションエリアに入室する際，IDカード(学生証・教職員証)及

びパスワード入力が必要です。  パスワードは，情報メディア基盤センターで発行する4ケタのパスワード 

(PINコード)です。  

 学生の方は図書館利用ガイダンスを受講した方のみパスワードが有効となっています。大型プリンター

利用予定の学生の方で，図書館利用ガイダンスをこれまでに受けていない方は，図書館利用ガイダン

スに参加してください。次回の図書館利用ガイダンスは，4月26日14:40～15:10と5月末に実施予定で

す。図書館ホームページで後日ご案内します。 

大型プリンター（ポスター印刷）の利用について 

図書自動貸出返却装置の利用について 
 これまで1階カウンター前に設置していました，「図書自動貸出返却装置」（PALS)ですが，2階北側に設置場所

を変更しました。「図書自動貸出返却装置」（PALS）は，自分で図書の貸出や返却，貸出延長の手続きができる機

械です。画面に従って簡単に操作ができます。午前2時から4時の間のメンテナンス時間を除き1日中利用可能で

す。特別（無人）開館時間に来られた場合も本を借りていくことができます。 

 この「図書自動貸出返却装置」で返却手続きをした場合は，隣に置いてある返却ボックスに図書を入れてくだ

さい。（以前のブックトラック上から変更しました。）時間外にうまく貸出処理ができなかったなどのトラブルについ

ては，トラブルについてメモ書きしていただいたものを図書に挟んで，装置の横においてある専用の袋に入れてお

いてください。翌日図書館職員が対応いたします。 

http://www.lib.tut.ac.jp/irai/irai_syoko.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/syoko-order.docx
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/syoko-order.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/irai_ill.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/printer.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/ogata.docx
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/ogata.pdf


※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６５６4   

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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 利用者の方々の研究・学習活動に活用いただくため，次のとおり電子ジャーナル・文献検索デー

タベースの講習会を実施します。この文献情報ガイダンスは，各社専門トレーナーに直接質問等が

できる良い機会です。Web of Science を除き，予約制としています。残席については情報サービス

係へお問い合わせください。 

【文献情報ガイダンスのお知らせ・予約用紙】 

 記入の上，情報サービス係へ送付あるいは，図書館カウンターまでお持ちください。一人でも 

グループでも予約可能です。 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/17guidance_all.pdf 

【講習内容】 

 各専門講師によるデータベースの検索方法を実習形式で実施します。図書館主催のコースで

は，文献の入手方法と学外から使う方法を追加説明します。 

そのほかのお知らせ News 

ScienceDirect 電子ブック追加 

  ScienceDirectの電子ブック（レファレンスワーク）を１冊追加購入しました。 ご利用ください。 

「Comprehensive Materials Processing」  Editor-in-Chief: Saleem Hashmi   ISBN: 9780080965338   

【URL】  http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080965338  

  ★ScienceDirect   4月20日(木) 13:10-14:20 [予約制] 

      開催場所： 情報メディア基盤センター 第１端末室 （場所を変更しています） 

  ★SciFinder  4月21日（金） [予約制]  

   ①13:10-14:20 基礎編 初心者向け実習 

     ②14:40-15:50 中級編 構造検索・反応検索を含む実習 

       開催場所：情報メディア基盤センター 第2端末室 

  ★Scopus  4月27日(木) 13:10-14:20 [予約制] 

    開催場所： 情報メディア基盤センター  第１端末室 （場所を変更しています） 

  ★Web of Science Core Collection 5月11日(木) [予約不要]   RAC事務室，図書館共催   

   ① 13:00-14:30 基礎編 

   ② 14:40-16:10 応用編 WOS+JCR インパクトファクター値検索可能なJCR解説あり 

   開催場所：図書館1階コラボレーションエリア※パソコンは各自持参してください。 

  ★JDreamⅢ 5月19日(金) 13:10-14:20 [予約制] 

   開催場所： 情報メディア基盤センター 第2端末室 

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/oshirase/17guidance_all.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/referenceworks/9780080965338

