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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月新入生に向けて，Moodleシステムを利用した図書館利用ガイダンス

をe-Learningで実施しています。 今回は，日本語版と英語版の2種類の

コースを開講中です。新入生のほかに，これまで受講したことのない学生・

教職員の方も受講できます。この機会に未受講の方は受講してください。 

 過去に実施した図書館利用ガイダンス（集合形式 or Moodle形式）を受講

したことのある方については，受講不要です。 

 

【開講期間】  10月2日（金）～10月31日（土） 

【受講方法】  所要時間 約30分 

 1）情報メディア基盤センターのMoodleページにアクセスする 

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

 2）コースカテゴリ 「事務局」 の中から 

   「2020図書館利用ガイダンス（Library Guidance2020)」コースをクリック 

 3）ガイダンスの動画を視聴   

   英語版・日本語版があります。どちらかを選択してください。 

 4）動画を全て見終わったら，理解度チェックテストを受ける 

 

 ■テスト合格（80％以上正解） の場合 

   図書館2・3階（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  

  （終日）の利用が可能になります。  

  利用可能開始日はメールでお知らせします。 

 ■テスト不合格の場合  

 上記エリアの利用ができません。再度テストを受けてください。 

 何度でも受けることができます。 

 

 ※ガイダンス動画の内容は，通常時の利用方法になっています。現在の

新型コロナウイルス対応時とは異なる部分がありますが，ご了承ください。 

 10月後期授業が始まり，図書館へ来館される方も少しずつ増えてきました。 

図書カフェも再開しています。  

 これまですべての座席をひとり学修用にしていましたが， 1階マルチプラザと

2階に数カ所2人席を設けました。3階も座席数を増やしています。2人席はアク

リル板で仕切りをしていますが， 必ずマスクを着用してご利用くだ 

さい。 また3階個室の予約利用を19日より再開します。個室1･2に

はモニターを設置しました。DVD資料の視聴も可能です。    

  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。 

 図書館利用ガイダンス Moodle版で実施中

日本語版・英語版 10/2-10/31   

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
https://lms.imc.tut.ac.jp
http://www.lib.tut.ac.jp/
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 ポスター展示 : E-book 実はこんなにあるんです 

 1階マルチプラザで，本学で利用できる電子ブックの紹介を行っています。“いつでも”“どこでも”利用できる，

とても便利なE-Bookの一部をポスターで紹介します。 

 掲示中のポスターの各タイトルのQRコードを読み取ると電子ブックサイトへ接続できます。 

  

【掲示中のポスター】 

 ・英語学習  (英会話・文法・単語・読み物・留学・英語力) 

 ・就職活動 （自己分析・一般常識・面接・SPI・就活マナー など）  

 ・TOEIC他 英語試験  （TOEIC・TOEFL・IELTS など） 

 ・資格試験問題集  

     (電験三種・ITパスポート・基本情報技術者・応用情報技術者 など) 

 

【利用マニュアル】Maruzen eBook Libraryの場合 

  http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf  

  自宅など学外からでも利用できます。 

 そのほか，本学で利用可能な電子ブックは， 

 図書館ホームページ＞検索＞電子ブックのページを参照ください。     

  http://www.lib.tut.ac.jp/search/ebook.html 

企画展示 : デザインの本いろいろ 

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。 

 2階階段横の企画展示コーナーでは，「デザインの本いろいろ」をテーマに図書の展示を行っています。 

 デザインといっても，今回は，レイアウトや配色，フォントなど，プレゼン資料やポスター制作に役立つ本を中心に

展示しています。見るだけでも楽しい本です。ぜひご覧ください。 

・誰も教えてくれないデザインの基本  

    請求記号727||HO   資料ID：19000276 

・わかりやすく情報を伝えるための図とデザイン 

    請求記号727||PA   資料ID：19000406 

・配色デザイン見本帳 : 配色の基礎と考え方が学べるガイドブック  

    請求記号757.3||DA 資料ID：17000405 

・学生・研究者のための伝わる!学会ポスターのデザイン術  

    請求記号407||MI   資料ID：13090768  など 

【ブクログサイト】 ブクログサイトでも関連する図書が一覧できます。  

 カテゴリ： □図書 デザインいろいろ 

 https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3132671&display=front  

 

 展示コーナー横の新着書架では，「ウイズコロナ」「おうち時間を楽しもう！」の 

ミニ展示も行っています。こちらもぜひご覧ください。貸出も可能です。 

http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/search/ebook.html
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3132671&display=front
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各出版社等のオンライン講習会情報  

  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) 

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

 【日程】  ・反応検索編   10月22日（木）14：00-15：00  10月23日（金）11：00-12：00 

        ・入門編       10月28日（水）11:00-12:00 

 【参考】  ビデオ形式（動画）資料もあります。オンライン視聴ができない場合は, 化学情報協会の技術資料 

     サイトをご利用ください。「検索ガイド」 など各種技術資料がダウンロードできます。 

    https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html 

 

★Web of Science 関連（クラリベイト・アナリティクス） 

 【詳細・申込み】申込みURLは近日公開 

   https://clarivate.jp/web-of-science-group-web-seminar-annual-schedule/  

 【日程】  ・論文投稿戦略メソッド ジャーナルを知り，良いジャーナルを選ぶには 

            11月17日（火）14：00～15：00 

        ・もう手入力しない！引用文献リストをかんたん自動作成  EndNoteオンライン 

            12月 8日（火）14：00～15：00 

 【参考】 Web of Science Training (YouTube） には，Web of Science に関連した製品のこれまでに実施した 

  セミナー動画が掲載されています。こちらも参考にしてご利用ください。 

     https://www.youtube.com/channel/UCSt39nB7IBWfM1Dc2R3epXw 

各出版社等のデータベース情報  

★Scopus （Elsevier) 

  2020年9月にScopusのバージョンアップがあり，以下の変更および機能強化が行われました。 

  ・Internet Explorer 11 (IE11)のサポート終了 

     IE11を利用した際には，「Scopus no longer supports Internet Explorer 11 or lower」のページが 

    表示されます。その場合は，ページに表示されているブラウザ(Edge/Google Chrome/Firefox)のリンク， 

    またはIE11では完全にサポートされないScopus機能があることをご了解いただいた上で，[Yes, please 

       continue to Scopus]をクリックすることで，IE11による利用ができます。  

  ・RSSフィード設定サポート終了     ・新しい著者詳細ページ(著者プロファイル)について 

    【詳細】 https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user#version_up  

★SciFinder-n （化学情報協会)  

 IP アドレス制限の一時撤廃の期間が2021年1月11日まで再度延長されました。 

 ログイン方法が変更になりました。ユーザー名を入力し，次の画面でパスワードを入力するスタイルに変更  

(従来はユーザー名とパスワードを同時に入力)，次回以降のパスワード入力が省略できます。 

    【詳細】 https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=2267 

 また，次の機能強化が行われました。 

  ・Substances のダウンロード形式の追加    ・回答の共有機能の変更 

    【詳細】 https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=2270 

https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html
https://clarivate.jp/web-of-science-group-web-seminar-annual-schedule/
https://www.youtube.com/channel/UCSt39nB7IBWfM1Dc2R3epXw
https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user#version_up
https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=2267
https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=2270


※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 

 学内の学生の方から図書館に置いて欲しい図書の希望を受け付けています。 

 「みんなに読んでほしい！活用してほしい！」そんな思いの詰まった本を教えてください。予算などの関係も

あり，すべての希望に沿うことはできませんが，できるだけ取り入れさせていただきたいと思います。 

 Webからの申込みと，用紙での申込みの２つの方法があります。  

 ① Webからの申込み  

  ★図書館ホームページ＞「依頼」メニュー＞購入希望図書（学生）http://www.lib.tut.ac.jp/irai/kibo.html 

    どんな図書が依頼できるかという詳細も，こちらのページに記載しています。 

    

 

 

 

  

 

 

    

  

   ★ マイライブラリ 

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

   新規申し込み 購入希望（学生用） からも入力画面に入ることができます。 

 ② 用紙「図書購入希望票」に記入して申込み  

    マルチプラザに用紙「図書購入希望票」が置いてありますので，記入してカウンターに提出することが 

   できます。 

 購入の可・不可については，メールでご連絡します。 

 

  

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。 

学生購入希望図書はWebで申込みできます 

 2020年度前期に購入した学生購入希望図書 

入力画面へ 

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
http://www.lib.tut.ac.jp/
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/kibo.html
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top

