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 間もなく梅雨の季節です。真夏のような暑さの日があったり，温度変化も

激しいので体調管理にはお気を付けください。図書館は、 

閲覧環境の維持管理および図書資料の保存管理のために、

24時間空調を入れています。 

図書館システムメンテナンスに伴う 

図書館サービスの一時停止について 6/6 

 図書館システムメンテナンスのため，所蔵検索（OPAC)および認証

に関わる サービスの一部を下記の日程で停止させていただきます。  

ご迷惑をおかけしますが，ご了承ください。  

 

【停止日】2019年6月6日（木）9:00 ～ 15:00  

（※終了時間は「予定」です。状況によって変更することもあります。）  

【利用できないサービス】  

 ・所蔵検索（OPAC)  

 ・図書の貸出延長や予約  

 ・マイライブラリ(Webからの図書購入依頼，複写依頼，現物貸借    

依頼，利用状況確認など)  

 図書等資料の貸出・返却，電子資料の利用ついては今回の停止に

は関係なくご利用いただけます。  

保存年限の過ぎた雑誌の無償配布 

 図書館に配架している雑誌のうち，保存年限が過ぎた雑誌の無

償配布を行います。バンドジャーナル・日経パソコン・Newton など。

配布する雑誌により年が異なります。配布対象者は，学内者に限ら

せて頂きます。先着順です。ご自由にお持ちください。  

 

【配布場所】図書館1階 コラボレーションエリア 北側正面玄関付近  

【配布期間および予定タイトルリスト】  

・各回ごとに内容（配布雑誌タイトル）は入れ替わります。 リストはこ

ちら。http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/haihuzasshi2019.pdf  

 第1回 6月3日(月)～6月7日(金)   

 第2回 6月10日(月)～6月14日(金)  

 第3回 6月17日(月)～6月21日(金)   

   平日のみ 各日9：00～20：00  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/haihuzassi2019.pdf
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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。 

  昨年度の図書館入館者数は201,809人に上りました。特に試験期間中は，最高1日に2,001人の出入り

がありました。 そのため，試験期間中など，次の期間は学習用の座席確保を優先とし，マルチプラザのイ

ベント利用はご遠慮いただく予定です。ご了承ください。  

 【マルチプラザ イベント利用不可期間】  

   前期  2019年6月5日～6月11日，2019年7月23日～8月9日  

   後期  2019年11月28日～12月10日，2020年2月16日～3月4日   

 6月の文献情報ガイダンス 参加者募集中  

 4月から5月に引き続き，利用者の方々の研究･学習活動に活用いただくため， 6月も文献情報ガイダン

スを実施します。  

 今回は日本語で文献が検索できるJDreamⅢと，電子ブックの利用方法についての講習会です。どの  

学年の方も参加できますので，ぜひご参加ください。  

【文献情報ガイダンスのお知らせ】  

     http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/19guidance_all_2.pdf  

【予約申込書】   

     http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/19guidance_yoyaku_2.xls 

 参加ご希望の方は予約申込書に記入の上，情報サービス係へ送付（メール添付も可）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。  

 

   

     

  

     

       

６月の講習会   ★JDreamⅢ（文献検索データベース）  

               6月13日(木) 14:50-16:00 [予約締切 6月11日(火)]  

               開催場所： 情報メディア基盤センター 第2端末室  

           ★電子ブックを使ってみよう  

                  6月20日(木) 14:50-15:50 [予約締切 6月18日(火)]  

               開催場所： 情報メディア基盤センター 第2端末室  

試験期間中のご利用について 

 ★ご利用される方へお願い★  

 ・１階マルチプラザは対話しても良いエリアですが，他の人の迷惑になるような大声は慎んでくだ

さい。ミーティングルームやグループ研究室をご活用ください。 

 3階図書館エリアは，個人学習用スペースで静かエリアとしています。こちらでの会話はご遠慮く

ださい。 

 ・席取り行為や，長時間の荷物放置, 同じ場所の占有はご遠慮ください。  

 ・貴重品は必ず携帯いただき，各自荷物の管理をお願いいたします。  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/19guidance_all_2.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/19guidance_yoyaku_2.xls
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企画展示  「かんばれー、就活生ー！」  

  現在，2階企画展示コーナーにて「がんばれー、就活生ー！」と題し，就職や ビジネスマナーなどに    

関する図書を展示しています。 電子ブックの問題集も紹介していますので，現役就活生のみならず， 

元就活生，もうすぐ就活生の皆さん，ぜひご覧ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，ブクログサイトでも就活関連図書が一覧できます。  

 各図書の図書館内の所在・請求記号や，電子ブックのサイトURLは，各図書のレビュー欄に記載して

い ます。参考にしてください。  

 【ブクログサイト】 カテゴリ：就活・キャリア（電子ブック含む）  

      https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2616152&display=front  

 

  尚，4月に実施したガイダンス（ScienceDirect, Scopus, SciFinder)の配布資料については，図書館の

ホームページ にアップしましたので，ご利用ください。  

 また，図書館正面玄関脇のパンフレット立てに，各種データベース等の利用ガイドを配架しています。

ご自由にお持ちください。  

 

 【図書館ホームページ】  

      ガイド＞利用ガイド   http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html  

      ガイド＞ガイダンス   http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html  

電子ブックで利用できます 

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2616152&display=front
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/userguide.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043073
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043066
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000043068


※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 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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Web of Science 契約内容の変更と InCites Benchmarking 

 Web of Science関連のお知らせです。 

★ Web of Science    

 【URL】 http://webofknowledge.com/wos 

 Web of Science のプラットフォームで検索可能でしたInspecの契約が中止になりました。  

 現在利用可能なデータベースと検索可能年は次のとおりです。  

  Web of Science Core Collection 

     ・ Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)   1993-現在  

     ・ Social Sciences Citation Index (SSCI)            1993-現在  

     ・ Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)         1993-現在  

     ・ Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S)  1990-現在  

     ・ Emerging Sources Citation Index (ESCI)          2005-現在  

  KCI-Korean Journal Database                    1980-現在 

  Russian Science Citation Indeｘ                     2005-現在 

  SciELO Citation Index                          2002-現在 

 

★ InCites Benchmarking  

 Web of Scienceの論文・被引用情報を元にした研究分析ツール InCites Benchmarkingが利用できま

す。論文数，被引用数，Top10％論文・Top1％論文率，国際共著率といった分析指標を用いて様々な

分析ができます。 ユーザー登録をしてご利用ください。Web of Scienceのユーザーアカウントをお持ちの

方は，そちらのアカウントで接続できます。  

【Incites Benchmarkingの内容について詳細】  

https://clarivate.jp/products/incites/  

【URL】 https://incites.clarivate.com  

 ユーザー登録もこちらから 

 

 

 

【クイックリファレンスガイド】   

 https://clarivate.jp/wp-content/uploads/2018/12/QRG_InCites-Benchmarking_v2.4_JPN_20180719.pdf  

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/oshirase/mail_oshirase.html
http://webofknowledge.com/wos
https://clarivate.jp/products/incites/
https://incites.clarivate.com
https://clarivate.jp/wp-content/uploads/2018/12/QRG_InCites-Benchmarking_v2.4_JPN_20180719.pdf

