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梅雨時期になり，蒸し暑さも増してきました。天窓開放をしているため暑いと
感じられるかも知れませんが，館内空調も稼働していますので，図書館利用中
はマスク着用でお願いいたします。
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・ 雑誌製本作業のお知らせ

現在図書館で行っている利用者向けサービスの状況は，図書館ホーム
ページの新型コロナウイルス対応まとめサイトなどで御確認ください。
また，豊橋市新型コロナ通知システムのQRコードを図書館内に設置しました。
ご利用ください。13日より12:00-15:00の間，図書カフェもオープンしています。
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図書館所蔵図書のうち不用となった図書約2,000冊の頒布
を，実施しています。7月13日（月）からの週は学生及び教職員

が対象です。 新型コロナウイルス感染症防止の観点から，図書館カウン
ター にて事前に整理券を配布しています。
【整理券配布期間 】 2020年7月16日(木)まで

平日 10：00 ～ 16：00

頒布期間中も整理券は配布しますが，当日分は対象外です。
※原則整理券のある方が対象ですが，当日定員に余裕がある場合は入
室可能といたします。 当日の定員については，下記頒布場所にて直接ご
確認ください。
【頒布期間】

第一週 7月 6日(月)～7月10日(金)対象 学生のみ ＜終了＞
第二週 7月13日(月)～7月17日(金)対象 学生及び教職員(※)
各日 10：00～15：20

※教職員とは教員，事務職員，非常勤職員です

【頒布場所】 図書館3階 多読図書コーナー横

【価格】

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。

1冊 100円(税込) 1人1回20冊まで購入可

【頒布図書】 約2,000冊 頒布図書一覧(第一週目に頒布した図書は削除）
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kosyo2020_list2.xlsx
【その他】
・来館時はマスクを必ず着用してください。

【図書館のCOVID-19対応】
・日中天窓開放による換気，終日
空調稼働をしています。
・玄関前に手洗い場設置・館内に
手指消毒剤を設置しています。
・座席は数を減らし，対面しない
ような配置に変更しています。

・一度に入室できるのは，5人までです。列に並ぶ際，および図書を選ぶ際はソー
シャルディスタンス確保にご協力ください。
・展示してある図書から各自欲しい図書を選び, 担当職員にIDカードを提示し，その

・館内は定期的あるいは物品使用
後に消毒作業を実施しています。

場で冊数分の代金をお支払いください。
・整理券は原則１人１枚。また当日一度に20冊以上は購入できません。
20冊を超える場合は，改めてカウンターで整理券をお受け取りください。
・お釣りの用意はありません。お釣りがいらないよう，小銭の準備をお願いします。
・お持ち帰り用のマイバッグをご持参ください。

３密回避，マスク着用，利用前後の
手洗いや手指消毒など
利用者のみなさまも
ご理解とご協力をお願いします。
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国内雑誌利用調査 実施中
図書館では，理工系を中心とした学術雑誌や，また皆さんの学修の合間の息抜きとなるような趣味やスポーツ
などの雑誌を購入し配架しています。
このうち，図書館の予算で購入している国内雑誌すべてを対象にした利用調査を、現在実施しています。
昨年度実施した調査結果より，新規購入希望のあったタイトルから「建築知識」「RFワールド：トランジスタ技術増
刊」を2020年4月号から購入しています。今回の調査も，次年度の購入の参考にしますので，ご協力をお願いしま
す。
【調査期間】

2020年9月4日（金）まで

【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_chosa2020.pdf
【図書館配架 国内雑誌】購入・寄贈含むリスト
http://www.lib.tut.ac.jp/search/j_jounrallist20.pdf

雑誌製本作業のお知らせ
2019年の雑誌を中心に，雑誌の製本作業を行っています。下記のリストの雑誌が今回製本対象となっており,
7月1６日より9月中旬ごろまで利用できません。利用可能になりましたら，図書館ホームページ等でお知らせしま
す。それまでの間は,電子ジャーナル（利用可能なもののみ）や，他機関への文献複写依頼でご対応ください。

【製本作業中の雑誌リスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/seihon2020.pdf

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。

新規購入電子ブック
6月23日まで試読サービスを実施していましたMaruzen eBook Library より，試読期間中に購入リクエストのあったタイトルや利用の多
かったタイトル・テーマなどから選書し，52タイトルの電子ブックを新た

に購入しました。どうぞご利用ください。
【新規購入タイトル】
http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20200708.pdf
【同時アクセス】
通常1冊につき同時1アクセスですが，新型コロナウイルス感染
症対応で,期間限定7月31日まで同時アクセス50になっている
タイトルもあります。
【MeL簡単利用ガイド】
キャンパス外からの利用方法も記載しています。
PC版 http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf
スマホ版http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_mobile.pdf
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各出版社等のデータベース情報
新型コロナウイルス対応関連情報
★ScienceDirect eBook リモートラーニング向けにテキストブック250冊以上無料提供。
無料提供期間が，2020年8月31日までに延長されました。
タイトルリスト https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/books/edutxt20.xlsx

★SciFinderⁿ リモートアクセスについて 期間限定IPアクセス制限を撤廃。
IPアクセス制限撤廃の期間が2020年10月18日までに延長されました。
※キャンパス外からのアクセスにログインIDは必要です。新規ログインID取得は，学内ネットワーク接続の
端末から行ってください。キャンパス外から取得する場合は，VPN接続が可能です。

ユーザ登録 詳細 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinderN_reg.html

アップデート情報
★ JCR (2020年版) インパクトファクター2019
6月30日 に Journal Citation Reports(JCR)https://jcr.clarivate.com/の最新版がリリースされ，インパクト

ファクターの最新データが公表されました。JCRは Web of Scienceの引用・被引用データを統計的に分析す
ることにより，ジャーナルの影響力に関する客観的かつ多様な指標を提供しています。
インパクトファクターは雑誌の評価指標の一つです。世界83か国から 236研究カテゴリー，12,000誌以上
のデータが収録されています。

詳細 https://clarivate.jp/news-release/2020/JCR

★CiteScore 2019
CiteScore2019が2020年6月22日リリースされました。 CiteScoreは，Scopusデータに基づいたジャーナル
評価指標です。Scopusの収録誌情報で確認できます。
CiteScore 2019から新しい計算方法となっています。CiteScore2019は，2016-2019年の4年間に出版され
た文献(*)が，2016-2019年に引用された回数を，2016-2019年に出版された文献数で割ったものです。
(*)該当する文献は，Article，Review，Conference Paper，Book Chapter，Data Paper。
詳細 https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/citescore

★SpringerMaterials
材料物性情報を迅速に見つける研究支援データベース，SpringerMaterialsが更新されました。 Inorganic
Solid Phasesに次の情報が追加されています。
・ 15,038件のインタラクティブな結晶構造 ・ 12,029件の物理物性データシート
・ 1,064件のインタラクティブな相図
Inorganic Solid Phasesは，ライナス・ポーリング・ ファイルよりデータが提供されており，無機材料の結晶構

造データ，粉末回折データ，相図，物性を包括的に 収録しています。
詳細 https://www.springernature.com/jp/librarians/promote-your-content/springermaterials

★SciFinderⁿ
化学情報検索データベース SciFinderⁿに次の機能強化が行われました。
・反応情報の文献単位表示(Group by Document)，ダウンロード画面の変更

詳細 https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=2208
・逆合成解析ツール Retrosynthesis Planner に，Scoring 設定機能の追加
詳細 https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=2216
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各出版社等のオンライン講習会情報
７月以降に実施される各社のオンライン講習会情報です。参加希望の方は各個人でお申し込みください。
★nature.com
基本的な使い方やNature
Researchジャーナルについて
【日時】2020年7月16日（木）
14:00～15:00
参加登録用URLはこちら

★【知らないと損する！】
最新！いまさら聞けない
ジャーナルインパクトファクター
【日時】2020年7月21日（火）
15:00～15:3０

内容 Nature関連誌などを掲載する
プラットフォームnature.comの利用

申込はこちらから

★【研究生活でつまずかない
ために】論文投稿戦略メソッド
～良いジャーナルを選ぶには
Web of Science 応用編
【日時】2020年8月4日（火）
15:00～15:30
申込はこちらから

終了したガイダンスのスライド資料や動画，利用ガイドなどは各社のホームページに掲載されています。
★Scopus 世界5,000社以上の全分野の文献（雑誌・会議録・図書情報など）が検索できるデータベース
2020.6 講習会録音版・スライド

https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user#Seminar
＜基本編＞ Scopusの概略・他データベースとの違い ・評価の高い論文の見つけ方
＜研究応用編＞ Scopusを活用した，研究テーマの分析・研究者検索と研究者分析 など
★JDreamⅢ 科学技術や医学・薬学関係の国内外の文献情報が検索できるデータベース
海外文献には、タイトルや抄録に和訳付き
検索のはじめ方（解説動画） https://jdream3.com/jd-room/start/
★SciFinderⁿ 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るデータベース
技術資料（検索ガイド・ビデオ形式資料など） https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html
★ScienceDirect Elsevier社が刊行する電子ジャーナルや電子ブックを検索できるデータベース
2020.6 講習会録音版・スライド
https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/sciencedirect/sciencedirect_for_user
ScienceDirectとは 検索で論文を探す タイトルリストから探す など
★Mendeley 文献の管理とオンラインでの情報共有を目的とした文献管理ツール
2020.6 講習会録音版・スライド

https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/mendeley/mendeley-guide#user
Mendeleyセットアップ・文献収集・参考文献の作成 など
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
昨年度本学で開催した講習会資料やマニュアル類を掲載しています。どうぞご利用ください。

※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
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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