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 3月春休み期間に入り，図書館は短縮開館になっています。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  

学生証・職員証による入館）になりますので，よろしくお願い 

いたします。 

 4月4日(木)より午後８時までの通常開館に戻ります。 

 学部4年生，修士2年生，博士3年生の今年度の図書貸出は 3月8日

（金）で終了しました。大学院や博士後期課程へ進学される方も含め，

卒業・修了される方は，一旦図書等をすべてご返却願います。 

 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や視聴覚資料なども同

様です。 

 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。 

    

 

卒業・修了予定者の図書の貸出返却 

ワークステーションエリア メンテナンス 

 ワークステーションエリア設置の機器のメンテナンスがあります。 

利用される方はご注意ください。  

 ★教育用端末メンテナンス 

  【停止日時】 3月19日(火)16:00- 3月20日(水)13:00 

           3月22日(金)17:00– 3月25日(月)9:00  

  ワークステーションエリア設置の教育用端末が利用できません。 

   ★複合機（プリンター）メンテナンス 

  【停止日時】  3月18日(月)10:00-13:00  

   

 教育用端末メンテナンス期間中はワークステーションエリアへの入

室を禁止させていただきます。 

 ただし，メンテナンス中もワークステーション内設置の大判プリン

ターは利用できますので，大判プリンターを利用したい場合はカウン

ターへお申し出ください。 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
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InCites : JCR / ESI 接続先URL変更    

 雑誌のインパクトファクター値が検索できるJournal Citation Reports や 高被引用論文などがわかる

Essential Science Indicatorsの接続先URLが変更になっています。お気に入りに登録している方は変更を

お願いします。 

【新URL】 

  InCites : Journal Citation Reports     https://jcr.clarivate.com/ 

  InCites : Essential Science Indicators  https://esi.clarivate.com/ 

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。 

 JDreamⅢデータベース関連 

 3月中, 豊橋市自殺対策強化月間に伴い,本学でも「うつ・自殺予防キャン 

ペーンに関する展示を実施しています。 

 心の悩みに関する本，気分転換になる本，私を支えた本などを展示する 

とともに,豊橋市や本学の相談窓口などを記載したチラシを設置しています。 

                                   （豊橋市キャンペーンポスター）    

【JDreamⅢURL】 https://dbs.g-search.or.jp/jds/pj/IpAddressAuth 

 日本や世界の科学技術文献検索データベースJDreamⅢに次の新機能がリリースされました。 

 １）クイックサーチの機能向上 

 これまで以上に直感的に検索できるようになりました。簡単入力で，高度検索ができるようシステムが 

サポートし，検索に不慣れな方からサーチャーまで，直感的に検索を進めていただくことができます。 

【詳細】 

 https://jdream3.com/service/search/quick/?c=146c09a2cdcf57c6-e3557a4090c0b73a 

 ２）国際特許分類（IPC）付与 

「JDreamⅢ」に収録されている学術文献に国際特許分類（IPC)が付与され，学術情報の新たな活用が 

可能になりました。 

【詳細】  

 https://jdream3.com/service/search/ipc/?c=146c09a2cdcf57c6-e3557a4090c0b73a 

 

尚，JDreamⅢの同時アクセス数は，4月から「同時アクセス5」に変更になります。検索終了時には 

ログアウトボタンのクリックをお願いします。         

企画展示紹介 

https://jcr.clarivate.com/
https://esi.clarivate.com/
https://dbs.g-search.or.jp/jds/pj/IpAddressAuth
https://jdream3.com/service/search/quick/?c=146c09a2cdcf57c6-e3557a4090c0b73a
https://jdream3.com/service/search/ipc/?c=146c09a2cdcf57c6-e3557a4090c0b73a
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新着図書案内 

 小説や研究に関する本など次のような新着図書が入ってきています。図書館２階新着図書コーナーに配架

しています。ご利用ください。貸出中の場合は，OPACから予約も可能です。 

  

 

 

 

  

 

 

 新着図書はホームページでも検索できます。３０日以内に受け入れした図書（電子ブックや研究用図書も 

含む）がリストで表示されます。 

 また，マイライブラリ画面でキーワードを登録すると，そのキー

ワードに関連する図書が入るたびに新着通知メールを受ける 

ことも可能となっています。 

  【資料の検索ページ】  

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

    高度な検索 の囲み内  新着図書 

  【マイライブラリ】 

   新着資料の条件  

電子ブック 利用可能なタイトル追加 

★ Wiley Online Library 同時アクセス無制限  理工系図書3タイトル追加  現在151タイトル利用可 

  【Wiley Online Library URL】  http://onlinelibrary.wiley.com/ 

  【新規購入タイトル】     ・Introduction to Tribology   

                   ・Bioreactors 

                   ・Fundamentals of Turbulent and Multi-Phase Combustion 

★ Elsevier ScienceDirect  同時アクセス無制限 理工系図書4タイトル追加 現在139タイトル利用可 

  【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 

資料の検索画面 

マイライブラリ画面 

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://opac.lib.tut.ac.jp/mylimedio/portal/portal.do?lang=ja
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118403259
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527683369
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118107683
http://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/book/9780444637727/an-introduction-to-biological-membranes
https://www.sciencedirect.com/book/9780857092113/anti-abrasive-nanocoatings
https://www.sciencedirect.com/book/9780128000540/titanium-powder-metallurgy
https://www.sciencedirect.com/book/9780128111659/the-future-of-semiconductor-oxides-in-next-generation-solar-cells


※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６５６４ 情報サービス係 

   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 https://booklog.jp/users/tutlibrary 
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 電子ブック利用のためのガイドシートなどを作成しました。図書館ホームページ＞ガイド＞利用ガイドの

ページに掲載しています。 http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html#ebook_guide 

【テーマ別 電子ブックガイド】          

1. 「楽しく読んで日本語を学習しよう にほんごよむよむ文庫 」 

       http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb1.pdf  

2. 「日本語能力試験の学習に電子ブックが利用できます」  

     http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb2.pdf  

3. 「日本の文化を知る 」 

       http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb3.pdf  

4. 「電子ブックの旅行ガイドを出張や旅行に」   

       http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb4.pdf  

5. 「留学を考えているあなたに 」 

       http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb5.pdf  

  

そのほか  「英語多読学習に」「TOEIC・TOEFLなどの試験対策に 」 

  「英語学習に 英会話編 /英単語編」    「Newsやエッセイなど多彩な英語に触れる 」 

   「教養を身につけながら英語力もアップ 」  「Dummiesシリーズで英語力もアップ 」などがあります。 

  ぜひご活用ください。 

【利用ガイド Library guide Sheet】  

  「電子ブックを使ってみよう その1 KODとEBSCOhost 」 

       http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet9.pdf  

  「電子ブックを使ってみよう その2 ブクログ・OPAC・TUT Link（SFX）から」  

       http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet10.pdf  

【学外からの利用について】  

 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html#gakunin  

 学外から利用する方法です。学認システムなどにより学外から利用できる電子ブックもあります。 
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電子ブック テーマ別ガイドシート 

知って得するガイド User Guide 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/
https://repo.lib.tut.ac.jp
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2872896&display=front
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html#ebook_guide
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb1.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb2.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb3.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb4.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb5.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet9.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet10.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html#gakunin
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/Eb1.pdf

