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お知らせ News 

 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。 

 

３密回避，マスク着用，利用前後の

手洗いや手指消毒など 

 利用者のみなさまの 

 ご理解とご協力をお願いします。 

  10月についても現在の開館時間やサービス形態を継続する予定です。 

 サービス内容に変更がある場合は，図書館ホームページやメール等でお

知らせしますのでご参照ください。 大学の活動基準レベルの内容変更に伴

い，9月3日より学外者の入館を再開していますが，流行地域から来られる方

の入館は引き続きご遠慮いただいています。ご了承ください。 

 【開館時間】 

   平日：10：00～17：00 （特別開館なし）    

   土・日・祝日：休館（特別開館なし） 

 なお，１０月1日(月) は創立記念日のため 2・3階のみ休館です。 

 【サービス状況】  

 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/covid19_info.html 

 夏期休業期間に入ったせいもあり，来館する方が大変少なくなりました。 

コロナ禍ですが図書や雑誌は，ほぼ通常どおり入荷しています。気分転換

に読書はいかがでしょうか。自宅でも確認できる，新着情報を知る方法など

を今号では紹介します。 

  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。 

9月～10月の図書館利用について  

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。 

  各出版社等においてオンライン講習会が開催されています。参加希望の方

は, 各自お申し込みください。 

 ★ SciFinder-n (化学情報協会) 

 【申込先・詳細】 https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar 

   入門編   9月16日(水)11:00-12:00，9月30日(水)11:00-12:00 

   文献検索編 9月24日(木)14:00-15:00，9月25日(金)11:00-12:00 

 

 10月以降も様々なトピック別の検索テクニックが紹介される予定です。 

 今年度より，本学はSciFinder から SciFinder-n の契約に変更しています。

化学系の文献を必要とされる方はぜひご参加ください。 

各出版社等のオンライン講習会情報  

 雑誌製本作業が終了しました 
  7月号でお知らせしました雑誌製本作業が終了しました。製本した雑誌

は，各該当の3階の集密書架に配架しました。お探しの雑誌が見つからない

場合はカウンターへお尋ねください。  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/covid19_info.html
http://www.lib.tut.ac.jp/
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar
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 購入図書紹介 

 新型コロナウイルス関連や就活関連の図書を購入しました。新型コロナウイルス関連の図書

は2階階段横の新着図書コーナーに配架中です。就活関連図書は3階 377.9の 

書架などをご覧ください。  

 貸出中かどうかは，OPAC https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ で，タイトルや資料IDで 

検索し確認してください。貸出中の場合は「予約」ボタンから予約も可能です。 

 

★ 新型コロナウイルス関連 

 ・『感染症大全 : 病理医だけが知っているウイルス・細菌・寄生虫のはなし』 堤寛著  

    請求記号 493.8 || TS 資料ID：20000151 

 ・『コロナ後の世界を生きる : 私たちの提言』 村上陽一郎編     

    （岩波新書 No.1840） 資料ID：20090139 

 ・『コロナの時代の僕ら』 パオロ・ジョルダーノ著 請求記号974 || GI 資料ID：20000150 

 ・『図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル』 亀田高志著  

    請求記号 498.8 || KA 資料ID：20000153 

 ・『図解新型コロナウイルスメンタルヘルス対策』 亀田高志編  

    請求記号 498.8 || KA 資料ID：20000154     など 

   

★ 就活関連 

 ・『大学生のキャリアデザイントレーニング : キャリア理論/自己理解/社会人基礎力』  

   稲本恵子編著 ; 北村伊都子 [ほか著]  請求記号：377.9||IN 資料ID：20000193 

  ・『「PRするネタがない」と悩んでいる人のためのすごい自己PR作成術』 阿部淳一郎著  

   請求記号：377.9||AB 資料ID：20000189 

 ・『最新理系就職ナビ : 「自分を活かす」進路を選ぶ!』  植島幹九郎著  

   請求記号：377.9||UE 資料ID：20000143 

 ・『就職活動1冊目の教科書 : 「納得の内定」をめざす』 就活塾キャリアアカデミー著  

   請求記号：377.9||SH 資料ID：20000142         など 

 また，冊子版「検索ガイド」を入手しました。玄関横のパンフレットコーナーに配架しています。 

ご自由にお持ちください。 化学情報協会のサイト https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html からも 

「検索ガイド」など各種技術資料がダウンロードできます。 

 

★研究生活でつまずかないために！第2弾 

       『伝わる英語論文を書くための英語のコツ』   （クラリベイト・アナリティクス） 

   【申込先・詳細】  https://clarivate.jp/web-of-science-group-web-seminar-annual-schedule/ 

      【日時】          9月24日（木）15:00 ～ 16:00 

    （参考） 第1弾（4月23日開催） あなたが『本当に読みたい』英語論文を早く的確に探す方法 など 

         の動画は クラリベイト・アナリティクス社YouTubeで公開されています。 

               https://www.youtube.com/watch?v=3iVESJqdxD8  

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html
https://clarivate.jp/web-of-science-group-web-seminar-annual-schedule/
https://www.youtube.com/watch?v=3iVESJqdxD8
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新着情報を知る・予約をする OPACやマイライブラリを便利に使おう 
  今年はオンライン授業が多く，図書館に立ち寄る機会も減っているのではないでしょうか。図書館に来なくて

も，どんな本が新しく入ってきているかは，Webで確認ができます。  

  借りようと思ったものの貸出中だったという場合は，Webで予約をしておくと便利です。前の利用者から返却

された時にメールで取置のお知らせをします。便利な機能をご活用

ください。 

 

★新着情報を知る方法   

いくつか方法があります。 

 【その1】最近2週間内に受け入れた図書を検索する方法 

  図書館ホームページ＞カテゴリ検索＞新着図書 で一覧。  

最近2週間内に入った資料です。 

  https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/category/5 

 

 【その2】 何日以内・キーワード などを自分で指定して 

  最近受け入れた図書を検索する方法  

  図書館ホームページ＞詳細検索  

   https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/complexsearch 

   「新着」項目 の ○日以内を設定して検索。 

  キーワードやタイトルなど他の項目や資料種別 「図書」  

   などをクリックして絞り込むことも可能。 

     

 【その3】マイライブラリで 各自の好きなキーワードや雑誌 

  名を登録し，それに関する図書や最新号受入時に 

  メールで情報を受け取る方法 

 マイライブラリ https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top 

  項目「新着資料の情報」の 「新着条件を設定する」  

  から登録。 該当の資料が新しく入るとメールで 

 お知らせが送信されます。 

 そのほかブクログサイトでも，利用可能な図書や電子ブックを一覧しています。

参考にしてください。 

 カテゴリ：■電子ブック 就活・キャリア  

  https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099338&display=front 

 カテゴリ：□本 就活・キャリア 

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

知って得するガイド  User Guide 

 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。 

新着条件を設定する 

資 料 種 別 の 

選択も可能 

日数を設定 

できます 

図書館ホームページ 

OPAC詳細検索画面 

マイライブラリ画面 

OPACの 

ここからログインできます 

https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/category/5
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/complexsearch
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099338&display=front
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2616152&display=front


※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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図書館HP 

 ★貸出中図書を予約する方法 

 

  OPACで検索した結果 状況が「貸出中」となって 

 いる資料は，他の利用者が借りている図書です。 

  その場合「予約」ボタンが表示されています。 

  詳細画面をご確認ください。予約人数が 0 となって 

 いれば，予約すると，その図書が返却された時，次に   

 借りることができます。予約人数 1 の場合は，2人目 

 の予約者となります。 

 

  予約は簡単です。 

  ①予約ボタンをクリック  

    ↓ 

  ②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 

    ↓ 

  ③予約：入力画面が開きます。内容を確認し「確認に進む」をクリック 

    ↓ 

  ④予約：確認画面になります。良ければ 

    「この内容で予約」をクリック 

    

  資料が返却されて利用可能になると，登録されている 

 本学発行のメールアドレス宛にお知らせが届きます。 

  予約した図書はカウンターに1週間取り置きしますの 

 で，期限内に受け取りに来てください。 

 

 マイライブラリ画面 

 https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top 

 では，依頼状況を確認することもできます。 

 予約のキャンセルもマイライブラリで行ってください。 

 

 マイライブラリへのログインも，情報メディア基盤センター 

 のユーザ名・パスワードで接続できます。 

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://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top

