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新年度が始まりました。いつもと異なる新学期となりましたが、何はともあれ
入学・進学されたみなさんおめでとうございます。大学生活において本学
附属図書館をぜひご活用ください。
授業開始時期が変更になり，自宅などで過ごされている方も大勢
いらっしゃるかと思いますが，キャンパス外から利用できる電子
資料も多く提供しています。こちらもご利用ください。
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新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，以下のような対応を実施

しています。ご理解，ご協力をお願いいたします。
尚，状況により開館時間やサービス内容が再度変更になる場合がありま
す。
【開館時間】
5月11日（月）9：00までの間
平日

9：00～17：00 （特別開館なし）

土・日・祝日

休館（特別開館なし）

【利用可能な館内施設】
〇 １階ミーティングルーム２（東側）

〇 ２階グループ研究室１（窓側）

＜予約＞ この２部屋の予約はメールで受付します。
Web予約は停止しています。
利用希望の方は, 次の必要事項を記入の上，情報サービス係まで
利用日前日16時までにメールでお知らせください。
・予約者氏名（学生は学籍番号も記載） ・予約日時 ・予約施設
・利用予定人数 ・利用目的 ・貸出希望物品（必要であれば）
※利用の際は，各自部屋の窓を開けるなど換気を行ってください。
多人数での利用はご遠慮ください。
学外の方との同席はできません。
大型モニターの利用はできません。

〇 ３階個室
＜予約＞ Web予約を再開します。
【利用休止を継続する施設】 ※休止期間当面の間
× １階ミーティングルーム１（兼面談室）

× ２階グループ研究室２（内側）

× １階小グループエリア

マルチプラザ内に設置されている女性支援エリアや図書カフェも休止中です。

開館日程は変更する場合があります。
最新情報はホームページでご確認ください。

【図書館をご利用時の注意】
・せき・のどの痛み・発熱・
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。
・随時, 館内の換気を行って
います。寒さ対策は各自行って
ください。
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【返却期限の延長】

・返却期限を5月15日（金）まで延長します。
対象：学生
教職員

貸出手続き期間 2020年4月24日(金)までの資料
貸出手続き期間 2020年4月14日(火)までの資料

学外の方 現在貸出中の資料
【学外者の方へのサービス休止】

・当面の間，学外の方へのサービス(入館・閲覧・貸出等)を休止します。
【共用機器などの利用休止】
今だけ
マルチプラザも
ひとり学修で
お願いします

OPAC端末(1階～3階）・CD-ROM検索端末（２階）
・自動貸出返却装置（２階）の利用を休止します。

OPACシステム自体は停止していませんので，各自のPC等で検索
してください。資料の貸出返却等は，１階カウンターで対応しています。
【エリア利用方法の変更】

・当面の間，マルチプラザではグループ学修やミーティングなどをしないでください。座席数も減らして
います。 「他の人と離れて座る」「座席を移動してきて集合しない」「話をしない」ようにご留意ください。

・イベントでの利用も休止します。
・２階・３階の閲覧席も，「話をしない」サイレントエリアとします。

Microsoftメディアの図書館での貸出終了について
図書館カウンターで実施していましたMicrosoftメディアの貸出は， 3月末日で終了しました。
今後は，情報メディア基盤センターのMicrosoft包括ライセンスのページを参照し，そちらからソフトウェア
をﾀﾞウンロードしてご利用ください。
【情報メディア基盤センターMicrosoft包括ライセンスのページ】

https://imc.tut.ac.jp/wiki/Microsoft

【お問合せ先】 情報メディア基盤センター Microsoft包括ライセンスFAQ・問合せ先

トピックス Topics

図書館利用ガイダンスの実施について(Moodle利用)
新入生・編入生・新規教職員・これまでに図書館利用ガイダンスを受講したことのない方を対象に，
図書館利用ガイダンスを実施します。今年度はMoodleシステムを利用して実施します。
【コースウェア (Moodle) のページ】 https://lms.imc.tut.ac.jp/
図書館利用ガイダンス 受講期間 ： 4月10日(金）～5月29日(金)

（期間延長しました）

１）情報メディア基盤センターの e-Learningを利用する＞コースウェア（Moodle)のページに
各自アクセス。

https://lms.imc.tut.ac.jp/

２）コースカテゴリ：事務局 “2020図書館利用ガイダンス”を受講
利用ガイダンスの動画を視聴 → 小テスト受験 (期間中何度でも受験可)

３)小テストに合格した方は，図書館2・3階エリアの利用（特別開館時間帯） および
図書館ワークステーションエリアの利用（24時間）が可能になります。
データが登録でき次第、利用可能になったことを，個人宛にメールでご連絡します。
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図書館ワークステーションエリアには，学生用端末や，ポスター印刷用の大判プリンターが設置して
あります。利用希望の方は必ず受講してください。学内進学者など，過去に受講したことのある方は，
受講不要です。

SciFinder-nの契約に変更になりました
化学情報データベースSciFinderについて，4月1日よりSciFinder-n(サイファインダー・エヌ)の契約に
変更になりました。 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。
【URL】

https://scifinder-n.cas.org/

【内容詳細】 https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/content.html
新型コロナウイルス対応のため，現在期間限定でIPアドレス制限なしで利用できるようになって
います。
【新型コロナウイルス対応のため IPアドレスの制限撤廃】
期間： 2020年4月11日～2020年6月15日 キャンパス外からも接続できます。
ログインIDは必要です。 ログインIDは学内ネットワークから接続して登録してください。
【ログインIDについて】
SciFinder-n利用にはユーザー登録が必要です。
（1）SciFinderのUsernameをお持ちの方
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。

（2）新規登録
こちらのページ（学内専用ページ）を参照し新規登録してください。
※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，
登録情報（メールアドレス）を変更してくだい。
登録情報を変更したいとき https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_pwchg.pdf
ID・パスワードを忘れたとき https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_pwreset.pdf
【技術資料のページ】
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html

検索ガイド https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn.pdf
検索ガイドを動画で説明したビデオ形式資料 も掲載されています
Quick Reference Guide (English) https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/ref/sfn_en.pdf
【お知らせ詳細】

保存回答やアラートの移行についてなど

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/SciFinderN2020.html
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図書館の利用，文献検索など，使って欲しい便利な機能について，順次お知らせします。是非ご利用ください。

各出版社等の新型コロナウイルス対応情報 および

電子資料をキャンパス外から利用する（学認）
新型コロナウイルス対策として，各出版社や学会等が関連する論文の無料公開や情報提供，
e-learning向けの電子ブック等の公開,などを行っています。主な出版社等の情報をまとめましたので
ご活用ください。情報は随時更新されています。
【各出版社等の新型コロナウイルス対応情報について】
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/covid19.html
本学で契約している電子ジャーナルや電子ブック，データベースは，自宅などキャンパス外から利用で
きるものが多くあります。学認システムを通じて利用するのが簡単です。情報メディア基盤センターのアカ
ウントとパスワードで利用できます。

【学認が使える電子資料】
・どんな文献があるか調べる
Web of Science Core Collection ・ Scopus ・ CiNii
・材料物性情報を調べる
SpringerMaterials
・文献管理
EndNote basic
・電子ジャーナルや電子ブックを使う
ScienceDirect ・ SpringerLink ・ Wiley Online Library ・ Nature ・ Science ・ AIP

EBSCOhost eBook collection ・ Maruzen eBook Library ・ Ebook Central

など

【電子資料の各内容・使い方マニュアルなど】
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html
学認にログインする入り口は，データベースごとに異なりますので，次のページに掲載している資料別の
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】

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

※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
お問い合わせはこちらへ https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/?q=ja/inquiry_form
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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