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お知らせ News
２０１９年も残り少なくなりました。少し長い冬休みがやってきますね。
電子ブックなど自宅から利用できる資料もあります。お休み中
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はそちらもぜひご利用ください。来年もよろしくお願いします。

年末年始の休館予定
年末年始の図書館開館時間についてお知らせします。
★2019年12月24日 (火) 17:15 ～ 2020年1月6日(月） 9:00
完全休館 マルチプラザも休館します。
大判プリンターなどを利用予定の方は早めにお済ませください。
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★1月6日 (月)～7日（火） 9：00-17：15 短縮開館
1月8日 (水) 9：00-20：00 通常開館開始
★1月18日 (土) センター試験のため 休館（特別開館あり）
長期の休館があります。下記の図書館ホームページのお知らせや
カレンダーをご確認ください。
他機関からの文献複写物取り寄せ・現物貸借のご依頼も, 12月
2４日受付分で年内は終了させていただきます。それ以降の分は１月
の処理になります。ご了承ください。

【図書館ホームページお知らせ】
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu19.html
【カレンダー】
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu19.pdf

実務訓練期間中における図書の長期貸出
（学部４年生対象）
実務訓練期間中で図書の貸出や返却ができない方の
ために，貸出期間・冊数を変更して対応します。
通常貸出冊数 7冊のところ10冊まで貸出可能になります。
【対象者】

学部4年生の実務訓練受講者

【貸出手続期間】

2019年12月5日（木）～2020年2月10日（金）17:00

※ 貸出延長はできません。ご注意ください。
【返却期限】

2020年 3月2日（月）

【貸出冊数】

10冊以内

・ 電子ブック Maruzen eBook Library
キャンパス外からも利用可能
試読サービス 1月17日まで実施中
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2020年購読変更（外国雑誌・データベース）
【外国雑誌 冊子購読中止・電子ジャーナルのみに変更】
★2020年1月から契約形態変更
・Journal of fluid mechanics
・Journal of the physical society of Japan ※
・Physics of fluids
・Transactions of the ASME Journal of dynamic systems, measurement and control
・Transactions of the ASME Journal of fluids engineering
・Transactions of the ASME Journal of heat transfer
・Transactions of the ASME Journal of vibration and acoustics
【外国雑誌・電子ジャーナル 購読中止】
★2020年1月から中止
・Journal of materials research ※
・Language
・Transactions of the ASME Journal of applied mechanics
・Transactions of the ASME Journal of mechanisms and robotics
※は図書館予算，それ以外は講座・研究費予算購入誌です。

【データベース 契約中止】
★2020年4月より契約中止 利用可能は2020年3月31日までです。
・KOD（研究者オンライン辞書）
【URL】 http://kod.kenkyusha.co.jp/service/form.jsp
尚, SciFinderを契約していますので，JAICI Science Dictionary （化学情報協会） が無料で利用
できます。 医学・化学・情報工学などの科学技術用語豊富なシソーラス付き辞書です。

日英/英日の対訳辞書（約84万語)+日本語シソーラスを収載しています。
簡単な利用登録で利用できます。 ご活用ください。
【JAICI Science Dictionary 詳細および利用登録はこちら】
http://www.jaici.or.jp/jsd/index.html

国内雑誌の利用調査を実施中 12月22日まで
図書館の予算で購入している国内雑誌すべてを対象に，次年度購入の参考にするため利用調査を

実施しています。ご協力をお願いします。
【調査期間】2019年11月19日～12月22日
【調査方法】
図書館雑誌架の各雑誌の横に調査用紙が置いてあります。利用する毎に ☑ チェックをしてくださ
い。新規希望は，2階雑誌書架に置いてある用紙に記入の上，書架上の箱に提出してください。
【詳細】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/z_chosa2019.pdf
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システムバージョンアップのため，図書館サービス一時停止
図書館システムバージョンアップのため，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。

【停止日時】

2020年1月21日（火）9:00 ～22日（水） 17:00 2日間停止

★停止するサービス
・ 所蔵検索、延長や予約（OPAC)
・ マイライブラリの利用 (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)
【停止日時】

2020年1月21日（火） 1日のみ 終日停止

★停止するサービス
・ 図書カウンターでの予約処理等

・ 図書館２階設置 自動貸出返却装置の利用
・ 他機関への複写依頼，現物貸借サービス

至急の処理ができません

・ 図書の受入手続き
※ 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
教育用端末やプリンタ利用は今回のシステム停止に関係なく利用できます。

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。

企画展示 「科学道100冊」
今回の図書館の企画展示は「科学道100冊」です。
これは理化学研究所と編集工学研究所によるプロジェクトで，2019年は 「元素ハンター」「美し
き数学」「科学する女性」「クラシックス」の テーマで構成されています。現在購入手続中の図書
も準備が整い次第, 順次展示します。
【科学道100冊プロジェクトサイト】
https://kagakudo100.jp/
【ブクログサイト】

カテゴリ「科学道100冊の本」

本学展示図書分です。どんな図書があるかご覧いただけ
ます。
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3015543&display=front
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電子ブックMaruzen eBook Library キャンパス外からも利用可能
試読サービス １月17日まで実施中
Maruzen eBook Libraryの電子ブック試読サービスを１月１７日まで実施しています。期間中は，電子
ブック約60,000点が，5分間無料で試し読みできます。閲覧時間を気にしなくても良い購入済みタイトル
も８００タイトル以上あります。冬期休業期間中など，大学へ来られない場合も，自宅などキャンパス外か
らも利用できます。ぜひご利用ください。
【簡単利用ガイド】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/eBook_shidoku_guide.pdf
【キャンパス外からの利用方法】

学内LANに接続したパソコンやモバイル端末から次のURLにアクセス

https://elib.maruzen.co.jp/

キャンパス外からは接続すると上の画面になります。「学認」システムを通じ
て利用できます。 「学認アカウントをお持ちの方はこちら」 から入り，所蔵

機関の選択で、「豊橋技術科学大学」 を選択，情報メディア基盤センター
のユーザ名・パスワードを入力します。情報の送信に同意すると大学内から
接続しているのと同じ画面に遷移して利用可能になります。
チェックしてキーワード検索

購読契約しているタイトル（■ 購読契約タイトル
一覧） をチェックして検索すると、購入済みタイト
ルと試読可能タイトルの一覧が表示されます。閲覧
や試読ボタンをクリックして本文をご利用ください。

購入済みタイトル
試読タイトル
絞り込みも
可能

購入リクエストも
絶賛募集中です

※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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ブクログサイト ＰＣ版 https://booklog.jp/users/tutlibrary

