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お知らせ News
図書館では、大学のグローバル化推進に対応するため、日本人向け
英語力の強化や留学生向け日本語教育環境の充実、海外派遣者向け
の情報提供として、今回多くの電子ブックを購入しました。
３ページ目からのトピックスに購入したリスト等を掲載して
います。ぜひご利用ください。

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16日（土）以降に
図書を借りる場合の図書の返却期限は3月8日（金）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ご注意ください。
閲覧は，現在の学生証で３月30日(土)まで可能です。※
※3月30日から31日にかけての特別開館時の利用の際はご注意
ください。31日0時以降は現在の学生証では入れません。
尚，学内進学される方も一旦すべて返却いただきます。4月始めに
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が，
ご了承ください。マイクロソフトメディアも同様です。
【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31年 2月16日（土）～
【返却期限】 平成31年 3月8日（金）
【貸出冊数】 7冊以内

図書自動貸出返却装置が新しくなります
2階に設置しています図書自動貸出返却装置が新しくなります。
新しい装置（ABC-T1)の利用方法は，前の装置とほぼ変わりませ
ん。利用方法についてわからない場合は，カウンターまでお問い合わ
せください。

2月12 日～3月4日 について 試験週間前および試験週間は
大変多くの学生の利用が見込まれるため，普段予約して利用いた
だく３階個室を開放します。 また，この期間マルチプラザのイベント
使用はできません。ご了承ください。
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館内配架外国雑誌の一部変更について
２階新着雑誌コーナーに配架しています外国雑誌(講座・教員研究費予算で購入）の一部購入中止が
ありますのでお知らせします。そのほかのタイトルは継続します。
【２０１９年から中止】 ２タイトル
・ Transactions of the ASME Journal of computational and nonlinear dynamics
・ Transactions of the ASME Journal of computing and information science in engineering

系推薦図書が入りました
学生に読んで欲しい図書として，先生方から推薦して頂いた「系推薦図書」を購入しました。
登録の済んだ図書から新着図書コーナーに順次配架しています。どんな図書があるかは，資料の検索
(OPAC)のページやブクログサイトを参照ください。
【資料の検索 (OPAC) URL】

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/

高度な検索 の中の 「系推薦図書」クリック。
「年度」と「系」を順番にクリックしていくと，当該年度の系推薦図書が一覧できます。
登録が済んだ図書が表示されます。
【ブクログ URL】 http://booklog.jp/users/tutlibrary
カテゴリ 系推薦図書2018-1系～総合教育院 で絞り込みできます。

システム更新による図書館サービスの一時停止について
情報メディア基盤センターのシステム更新（仮想サーバ移行）のため，所蔵検索（OPAC)等，図書館サービス
の一部を次の日程で停止させていただきます。システム停止期間中，貸出返却についてはカウンターで対応
いたします。ご迷惑をおかけしますが，ご了承ください。
１） 図書館サーバ停止日時 平成31年2月13日(水)9:３0 ～17:00
終了時間は予定です。状況によって変更することがあります。

【利用できない主なサービス】
・ 図書館２階設置 自動貸出返却装置の利用
・ 図書の貸出延長や予約

・ 所蔵検索（OPAC)

・ マイライブラリの利用 (Webからの複写依頼，現物貸借依頼，利用状況確認など)

・ 他機関への複写依頼，現物貸借サービス（豊橋市図書館は除く） 至急の処理ができません。

【停止中も利用できる主なサービス】
・ 図書・視聴覚資料・マイクロソフトメディアのカウンターでの貸出・返却
・ 本学契約電子ジャーナル・電子ブック・データベースの閲覧
・ 図書館ホームページの閲覧， 本学リポジトリサイトの閲覧
・ 豊橋市図書館所蔵図書の貸借利用申込
・ 図書館内に設置された学生用パソコンやプリンタ利用

２） 認証サーバ停止日時 平成31年2月17日(日)9:30～17:00
【利用できない主なサービス】
・ マイライブラリの利用 (Webからの複写依頼，現物貸借依頼，利用状況確認など)
・ 学認 学外からの電子資料利用
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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。

電子ブックをご利用ください 利用可能なタイトルが増えました
英語の学習用の図書・留学生のための日本語学習用の図書，研修や出張に利用できる旅行ガイドなどで
す。ぜひご利用ください。 タイトルリストなどから直接サイトに接続してご覧ください。OPACへの搭載も準備中
です。本学では，和書・洋書合わせて約8,000タイトルの電子ブックが利用できます。
学外からの利用は、図書館ホームページのhttp://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html
をご参照ください。

★Maruzen eBook Library

同時１アクセス

TOEICなどの試験対策用図書，そのほか英語学習用テキスト

緑色マークが全文利用可の目印

留学生のための日本語学習用テキスト，多読図書，試験対策図書 理工系テキストやMacmillan
多読図書なども含め
WileyのFor dummies シリーズ
全878タイトルが利用可
旅行ガイド「地球の歩き方」 など177冊を追加しました
【Maruzen eBook Library URL】 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList
【新規購入タイトルリスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL201９０１24.pdf

★Infobase eBooks

同時アクセス無制限

英語多読用図書中級レベル１１３冊を追加しました。
「Mid-level 1」アメリカ大統領の伝記，歴史的な災害などの社会科学的な

初級レベル58冊とともに
全171タイトルが利用可

リーディング，「Mid-level 2」 生き物のシリーズを中心に，探検家，ラテン
アメリカ，アメリカ先住民族，アメリカ政府機関など内容は多岐に渡っています。
【Infobase URL】

http://ebooks.infobaselearning.com/Default.aspx?InstID=10478

【新規購入タイトルリスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/search/INFO20190128.pdf
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★Wiley Online Library eBook

同時アクセス無制限

理工系図書2冊を追加

【Wiley Online Library URL】 http://onlinelibrary.wiley.com/
【新規購入タイトル】

・Encyclopedia of Cloud Computing
・Basics of Biomedical Ultrasound for Engineers
Wiley Online Libraryでは
百科事典・ハンドブック
･Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
・Patai’s Chemistry of Functional Groups
・Organic Reactions
・eMagRes
・Characterization of Materials
・Handbook of Combustion
・Handbook of Social Psychology

と単行本

141タイトルが利用可
全文利用可の目印

★Elsevier ScienceDirect eBook

同時アクセス無制限 理工系図書4冊を追加

【ScienceDirect URL】 http://www.sciencedirect.com/
【新規購入タイトル】

・An Introduction to Biological Membranes
・Anti-Abrasive Nanocoatings
・Titanium Powder Metallurgy
・The Future of Semiconductor Oxides in Next-Generation Solar Cells
ScienceDirectでは
事典
・Comprehensive Materials
processing

と単行本130タイトルが利用可
全文利用可
の目印

※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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