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お知らせ News 

 卒業・進級の時期になりました，晴れやかな卒業式が例年と異なる形で実

施されることになり残念に思いますが，新しく始まる生活が実りあるものとなる

ことを願っています。 図書の返却期限が近づいている方，過ぎている方に

は電子メール等で連絡を行っています。体調が悪く来館を遠慮されている場

合は図書館までご相談ください。また，非常勤職員の方の利

用期限は3月31日までになっています。継続雇用の方は新年

度データの更新後，貸出可能になります。ご了承ください。  

 3月6日付電子メールでお知らせしていますように，新型コロナウイルス 

感染拡大防止のため，本学図書館では次のような対応をしています。 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

人が集まる風通しが悪い場所，狭小で風通しが悪い場所と考えられる館内施設

およびエリアにおいて，濃厚接触する機会を減らし，利用者の安全を確保するた

めの措置です。マルチプラザも座席数を減らしています。また，換気を随時行っ

ています。ご理解・ご協力をお願いします。 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 ※ 他機関の図書館では，学外の方の利用を休止しているところもあります。

訪問利用をする際は各図書館のwebサイトなどをご確認ください。ILL（文献複

写・現物貸借）のサービスは継続している機関が多いので，取り寄せを希望する

場合は，マイライブラリでご依頼いただくか，カウンターへお問い合わせください。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため， 

 図書館サービスを一部休止   

全学停電に伴い 完全休館します 

     3/19 17:15  ～ 3/23 9:00  

【サービス休止】 

  （1）館内施設 （１階/ミーティングルーム・2階/グループ 

    研究室・3階/個室)の利用を休止 

     2020年3月31日分までの予約受付ができません。 
     4月分のWeb予約受付も休止中です。電子メールで情報サービス係 

       までご連絡ください。 

  （2）１階小グループエリアの利用を休止 

 【利用休止期間】 2020年3月31日(火)まで 

   （※期間は状況に応じて変更する場合があります。） 

【図書館（上記以外のエリア）をご利用いただく際の注意】   

 ・せき・のどの痛み・くしゃみ・鼻水・鼻づまり・頭痛・ 

  発熱・喉のかれ・腹痛・下痢・筋肉痛・倦怠感など体調に 

  違和感がある場合は利用をご遠慮ください。 

 ・手洗いや咳エチケット等，感染対策や安全確保に注意 

  を払ってご利用ください。 

 ・マルチプラザを含む図書館内では，他の利用者と離れて座 

  るようご留意ください。 

４月から休業期間中（短縮開館時）の

開館時間が17:00までに変わります     

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
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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教育用端末利用停止日時】 

     3月19日(木)17:15 ～ 3月24日(火) 8:30 

  全学停電のため，3月19日(木)17:15～3月23日(月)9:00は，完全休館です。 

   3月23日(月)9：00～24日(火)8:30も，教育用端末メンテナンスのため，大判プリンターの利用者以外

ワークステーションエリアへの入室はできません。 

データベース・新聞・国内雑誌の契約変更等について 

 ４月より以下の契約変更があります。新聞・国内雑誌は図書館配架分についてです。  

【データベース 4月～契約中止】 

 ・KOD 研究社オンライン辞書 

     http://kod.kenkyusha.co.jp/service/form.jsp 

 ・日本建築学会論文等検索システム（機関別定額加入）  （購入していた系の購入中止のため） 

     https://www.aij.or.jp/paper/search.html  

     （参考） 日本建築学会の論文は, J-Stageサイトで無料公開されている巻号があります。  

           https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/archives.pdf 

 【データベース 4月～契約変更】 

  ・SciFinderからSciFinder-nへ変更   （このお知らせの4頁 トピックス ２番目をご参照ください） 

 【新聞 配架中止 4月～】  静岡新聞・日経産業新聞  （購入していた課の購入中止のため） 

  【雑誌 休刊】 

  ・高分子論文集   2019年76巻4号（2019年7月25日発刊）をもって休刊しました。  

     これまでの掲載論文は, J-Stageサイトで無料公開。 

     https://www.jstage.jst.go.jp/browse/koron/list/-char/ja 

 【雑誌 新規購入 4月～】 

  ・RF-ワールド(CQ出版社)    

  ・建築知識(エクスナレッジ) 

     雑誌利用調査において記入された新規希望の中から，内容等を検討のうえ選択しました。 

館内ハザードマップを作成しました 

 危機管理対策の一環として，館内ハザードマップを作成しました。 

 ハザードマップには，地震などで避難する際に気をつけて欲しい場所や避難経路図を記載しています。 

 【館内ハザードマップ】 

  http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/map.html#hazardmap 

 図書館では，地震対策として高書架の上2段に滑り止めテープの貼付などの対策を実施しています。 

http://kod.kenkyusha.co.jp/service/form.jsp
https://www.aij.or.jp/paper/search.html
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/archives.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/koron/list/-char/ja
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/map.html#hazardmap
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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。 

 Springer データベース関連 

★ 電子ブック 2019年 4分野追加 約3,100タイトル  

 大学の世界展開力強化事業～日－EU 戦略的高等教育連携支援予算により，Springer eBooks    

collection 下記の4パッケージを購入しました。SpringerLink のサイトで利用ができます。 

 同時アクセス無制限ですので授業利用も可能です。 

   ・Computer Science 2019年 1,200タイトル 

  ・Education 2019年 476タイトル 

   ・Engineering 2019年 964タイトル 

  ・Intelligent Technologies & Robotics 2019年 468タイトル  

（冊数は増加する場合があります） 

 これまでに購入しています Biomedical and Life Sciences 

2013年，Chemistry and  Materials Science 2013年，Computer 

Science 2013年，2015年（LNCS創刊から1996年までと2013年,2015年), Engineering 2013年～2015

年，Physics and Astronomy 2013年 と共にご利用ください。 

 契約していて全文が利用可能な電子ブックは，ダウンロードマークが表示されます。 

 

 【ユーザーガイド・パンフレット】 

    ・ eBooksを使ってみましょう 利用目的編 

      https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/13300916/data/v6 

  ・ SpringerLink クイックユーザーガイド 

   https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/13279848/data/v7 

  ・ MyCopyサービス（一律 24.99ユーロで簡易冊子体を購入できるサービス） 

   https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/15962998/data/v3 

  

★ SpringerMaterials 学認利用可能 

 SpringerMaterialsデータベースをキャンパス外から利用

する際に，学認システムを通じての利用が可能になりまし

た。情報メディア基盤センターのアカウントパスワードで接

続できます。 

 上の項目の電子ブックや電子ジャーナルが利用できる

SpringerLinkサイトも学認システムの利用が可能です。 次のマニュアルを参考にしてご利用ください。 

 【学外からの利用マニュアル】 学内者限定のサービス 

   SpringerMaterials       http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninSpMa.pdf 

   SpringerLink            http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninLINK.pdf 

学認 ログインはここから 

https://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=41171&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11647&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=42732&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11642&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11644&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2015&facet-start-year=2015&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11647&facet-end-year=2015&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
http://link.springer.com/search?package=11651&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/13300916/data/v6
https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/13279848/data/v7
https://media.springernature.com/full/springer-cms/rest/v1/content/15962998/data/v3
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninSpMa.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninLINK.pdf


※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 

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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 データベースSciFinderについて，2020年4月1日(水）からSciFinder-n(サイファインダー・エヌ)へ契約を

変更します。SciFinder-n では，論文・特許に加え世界中の化学物質および化学反応情報を網羅的に検

索できます。 

   【収録内容詳細】 https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/content.html 

★  SciFinder-n利用にはユーザー登録が必要です。 

   SciFinderのUsernameをお持ちの方は，これまでと同じ Username (ログインID）パスワード が利用でき

ます。また，ログインID を取得できるのは，1ユーザーあたり1つだけです。大学院進学等でメールアドレス

に変更があった場合は，新しいIDを取得するのではなく，次の資料を参考に登録メールアドレスを変更し

てください。 

 【登録情報の変更方法】 http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf 

★ 変更にあたって，SciFinder の保存回答やアラートを SciFinder-n に移行できます。 

4月1日以降，SciFinderとSciFinder-nの併用期間がしばらくありますので，併用期間内に移行してくださ

い。 

 移行方法・ユーザ登録方法など，下記SciFinder-nへの変更についてのお知らせページに，順次情報を

追加しますのでご参照ください。 

  【お知らせページ】      http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/SciFinderN2020.html 

SciFinderからSciFinder-nへ契約を変更します  

図書館HP 

新着図書案内  

  今年度実施した選書企画「図書館に置いて欲しい本書いて！貼って！」で購入希望のあった小説類, 

ディズニーの英語多読図書，また英語版の各国の文化・習慣などを記載した国別ガイドブック「Culture 

Smart !」シリーズなどを購入しました。 貸出中の図書はOPAC画面から予約が可能です。 

 

・Culture Smart ! : The Essential Guide to Customs and Culture 

  所在：2階・地図ガイド 

    Mongolia, Malaysia, China, Canada, France など ４０ヶ国 

・Read-along storybook and CD  

   所在：3階・英文多読（現在新着図書コーナー配架中）  

 「Frozen II」アナ雪2  「Big hero 6」ベイマックス など23冊 

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/
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/content.html
http://www.jaici.or.jp/SCIFINDER/ref/sfweb_pwchg.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/SciFinderN2020.html
http://www.lib.tut.ac.jp/map/2F-chizu.gif
http://www.lib.tut.ac.jp/map/3F-eibun.gif
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/441687?current=1&q=Culture+Smart++malaysia&total=2&trans_url=%2Fopac%2Fsearch%3Fcount%3D10%26defaultpage%3D1%26defaulttarget%3Dlocal%26order%3Drecommended_d%26q%3DCulture%2BSmart%2B%2Bmalaysia%26search%3D%25E6%25A4%25

