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 8月10日（木）～8月31日（木）の附属図書館の開館時間は，次のと

おりです。 8月10日は17時15分までの短縮開館，その後8月21日朝

9時までは 停電・一斉休業及び省エネのため完全閉館となっていま

す。オープンキャンパス準備のため８月25日の夜間も完全閉館に

なっています。  

 1階のマルチプラザも同様です。お間違えのないようお願いいたし

ます。  

 

【8月の開館状況表】  

  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kakirinji17.pdf  

【臨時閉館（ 特別利用も停止 ） １階マルチプラザも同様】 

 平成29年8月10日（木）17時15分 ～ 8月21日（月） 9時 

  ※受変電設備定期点検による全学停電及び全学一斉休業等のため 

 平成29年8月25日（金）17時15分 ～ 8月26日（土）10時 

   ※オープンキャンパス会場準備のため 

 試験期になり図書館も満席の時間が多くなりました。図書カフェ[BIBLIO 

CAFE] もオープンして１ヶ月。この暑い時期、冷たい飲み物を飲みながら 

勉強は，はかどっていますでしょうか。 

 さて，１Fマルチプラザは飲み物のみ可能エリアですが，新聞が配架してあ

る情報ラウンジと，端末が設置してあるワークステーションエリアは， 飲食禁

止としています。 食べ物はデッキにてお召し上がりください。 

館内環境の維持にご協力をお願いします。 

 また，マルチプラザにて利用者アンケートを実施中で

す。ぜひご回答ください。     

夏期休業期間中の長期貸出実施中 

８月の開館時間のお知らせ 

 夏期の長期貸出が始まりました。貸出可能冊数を１２冊に増やして 

実施中です。  

【貸出手続期間】  

 【学生】  ⇒ 平成29年7月24日（月）～平成29年9月15日（金）  

 【教職員】⇒ 平成29年7月24日（月）～平成27年9月5日（火）  

 【返却期限】 平成29年10月5日（木）  

 【貸出冊数】 学生・教職員ともに12冊以内  

※上記期間中に貸出手続きした図書は，貸出延長できません。  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kakirinji17.pdf
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 ★2016年雑誌の製本作業  

  雑誌バックナンバーのうち，2016年発行の雑誌を中心に，製本作業を行っています。 

 ８月１日以降， ９月中旬頃までは，業者に送付していますので利用できません。至急必要な文献は，文

献複写依頼（ILL・有料）で対応いたします。ご了承願います。 

   【製本対象リスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/seihon29.pdf 

   

 ★3階書庫の利用再開 ＜1986年～2015年の雑誌＞  

  改修引越に関連して，長い間ご迷惑をおかけしております。 ようやく，3階書庫の利用を再開しました。 

改修前に2階に配架していた1986年以降の国内雑誌・外国雑誌 を，3階書庫内に移動しました。雑誌は

貸出できませんので，館内閲覧・複写等でご利用いただき，利用後は，元の場所にお戻しください。  

  ただし，外国雑誌タイトル Transactions of the  instituion ...  ～ Z は別室(視聴覚室)にまだ一時

仮置きしていますので，利用したい場合はカウンターへお申し出 ください。  

 

 ★別棟書庫へ移動した雑誌の利用 ＜1985年以前の雑誌＞  

  改修前3階書庫に配架していました1985年以前の国内雑誌・外国雑誌 は，エネルギーセンター棟にあ

る別棟書庫に移動しました。 別棟書庫は，利用者の方は入ることができません。図書館職員が取りに行き

ますので，次の「書庫内資料利用申込書」をカウンター または 情報サービス係までご提出ください。  

  一部まだ配架作業中ですがほぼ利用可能です。 

お申し込み頂いてから数日のうちに，カウンターで雑誌引き渡し可のメールをご案内いたします。館内閲

覧・複写等でご利用いただき、利用後はカウンターへご返却ください。 

   

 【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  

 

 

 

 

 

 

 

 【雑誌配架場所 MAP】 http://www.lib.tut.ac.jp/images/zasshi.pdf 

雑誌バックナンバーの利用について 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/seihon29.pdf
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/images/zasshi.pdf
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 年間に多くは購入できないのですが，新しいＤＶＤを配架しました。  

視聴覚資料は，2階の視聴覚資料コーナーに空ケースを配架しています。利用したい場合は，空ケース

をカウンターまでお持ちください。  

 【視聴覚資料 貸出期間】 一人 3点 3日間  

 【新規DVD】  

   『Annie』 『Pixels』 『インサイド・ヘッド』 『サカサマのパテマ』『大脱出」』  

  『ゴジラ』 『チャーリー・モルデカイ』 など  

 

 そのほか1,000タイトル以上を所蔵しています。  

 著作権処理済みのDVD（ケースに緑色シール●）は館外貸出可能ですので，ご自宅でご覧いただけ

ます。 館外貸出できないDVD（ケースに赤色のシール●）は，グループ研究室か，DVDプレーヤーを カ

ウンターで借りて館内でご覧ください。 字幕のあるものは，英語の語学学習としてもご利用いただけま

す。 （授業利用の場合はカウンターにお申し出ください。）  

  ２階 南西角の書架 （視聴覚資料の前）で、企画展示を行っています。今回のテーマは、夏休みに

合わせて「夏だ！休みだ！英語だ！」です。英語学習に役立つ図書 約３５冊を展示配架しています。 

 

  『映画のなかのちょっといい英語』  『ハーバードでも通用した研究者の英語術』 

  『英語で聞く世界を変えた女性のことば』   『iPhone英語勉強法』  など 

    ご活用ください。 

 

 また、ブクログサイトでも電子ブックを含め英語に関する図書を，テーマ 

（カテゴリ）毎の本棚で紹介しています。 

 電子ブックは「学認」システムなどにより学外からでも利用できます。こちらもご利用ください。 

   【ブクログサイト URL】  http://booklog.jp/users/tutlibrary 

   カテゴリ；英語・グローバル関連  http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2620261&display=front 

     キクタンシリーズの電子ブック版 や 企画展示中の図書を含む英語に関する図書 など 

   カテゴリ：多読 http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2624189&display=front 

      英語多読用図書の電子ブック版 Infobase Learning Clubhouse Readers eBook Collection 

   カテゴリ：多読２ http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2626989&display=front 

      英語多読用図書の電子ブック版 Macmillan new readers  シリーズ 

   カテゴリ：小説・文化・教養 http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2750236&display=front 

      英語で読む日本の小説の電子ブック版 など   

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DVD紹介 

企画展示 「夏だ ! 休みだ ! 英語だ !」 

http://booklog.jp/users/tutlibrary
http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2620261&display=front
http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2624189&display=front
http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2626989&display=front
http://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2750236&display=front


※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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 【URL】 https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ 

 6月14日 学術誌評価分析ツールJournal Citation Reportsの最新版が リリースされ，インパクトファクター

の最新データ（2016年）が公表されました。Web of Scienceの引用・被引用データを統計的に分析する こと

により，ジャーナルの影響力に関する客観的かつ多様な指標を提供しています。  

 

  インパクトファクター値は以下の方法などで検索できます。 

  ①上のURLをクリックして，JCRのデータベースで検索 

  ② Web of Science データベース http://webofknowledge.com/wos の検索結果 

知って得する利用ガイド User Guide 

 ジャーナルインパクトを表示 をクリック 

 ③ RAC の学内専用ページで検索 （本学に関連の 

   ある分野ごとに，インパクトファクターの高い 

   ジャーナルを100誌ずつ掲載）  

     http://rac.tut.ac.jp/gakunai/jif.html 

                                

 【サポートページ】  

  http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/jcr/support/  

 クイック・リファレンス・ガイド 

  インパクトファクターの調べ方（2016.5改訂） あり 

  ジャーナル指標は，インパクトファクターの他に，エルゼビア社のCiteScore があります。こちらは， 

Scopusに基づいており，22,000タイトル以上の逐次刊行物，査読ジャーナル以外のbook series， conference 

proceedings，trade journalsをカバーしています。 

  Scopusの[収録誌] リンクから，Scopusに収録されている逐次刊行物の一覧を表示し，各タイトルのCiteScoreを確

認することができます。インパクトファクターと値の算出方法が異なるため,それぞれの特徴を知ることが必要です。 

 【詳細】 http://jp.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0009/264915/scopus_citescore.pdf   

ここをクリック 

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://webofknowledge.com/wos
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://rac.tut.ac.jp/gakunai/jif.html
http://ip-science.thomsonreuters.jp/products/jcr/support/
http://jp.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0009/264915/scopus_citescore.pdf

