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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。 

 現在の開館時間および利用サービスのお知らせです。  

11月2日（月）より開館時間を, 前後の時間を延長し， 9：30～19：00まで開

館しています。  

 また，1階情報ラウンジ（新聞等配架場所）の利用を再開しました。  

 学外者の利用については，大学の基準に従い，流行地域から来館される

方を除き，ご利用いただけます。流行地域は随時更新されて います。 

最新情報は大学の公式WEBサイトなど  

 https://www.tut.ac.jp/info/corona/katudo.html#ryuko  

をご参照ください。  

【開館時間】  

  平日：9:30～19：00 （特別開館なし）  

  土・日・祝日：休館（特別開館なし）  

 （参考）開館カレンダー  

 https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/?q=ja/library_calendar/annual/1/10  

 利用可能なサービスの詳細は10月29日付けお知らせを参照  

   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/service201102.pdf  

【11月13日から変更事項】 

 ・館内施設の利用可能人数を変更しました。 

   1階ミーティングルーム1・2 （各4人まで） 

   2階グループ研究室1 （6人まで） 

 ・2階閲覧席にアクリル板を設置し，席数を増やしました。 

 秋も深まってきました。寒暖があるせいか今年は木々の色づき  

がきれいなように思います。新型コロナウイルス対応で、図書館  

は天窓を開けていますので寒く感じるかもしれません。各自服装  

など調節いただき, 風邪などひかないようにご注意ください。  

  開館日程は変更する場合があります。 

 現在の開館状況 

 館内（1階）工事のお知らせ  

  B棟改修工事に関連して，国際課事務室の一部が図書館1階に移転  

するのに伴い，11月～12月にかけて館内工事・移転作業が行われます。  

11月18日～20日は南玄関を通行禁止にします。  

 工事・移転に関連して一部利用不可の場所や騒音が発生しますことを  

ご了承ください。工事情報については，掲示等でお知らせします。  

 また，当面の間，小グループエリアとグローバルレクチャーエリア の南側は

事務室移転場所となるため利用できません。  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
https://www.tut.ac.jp/info/corona/katudo.html#ryuko
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/?q=ja/library_calendar/annual/1/10
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/service201102.pdf
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 図書館システムメンテナンスのため，一部サービス停止   

  図書館システムバージョンアップのため，所蔵検索（OPAC)等， 図書館サービスの一部を次の日程で停止 

します。 システム停止期間中，貸出返却についてはカウンターで対応いたします。ご迷惑をおかけしますが， 

ご了承ください。  

  【停止日時】 2020年11月17日（火）9:00 ～ 17:00  

  【停止するサービス】  

    ・ 所蔵検索、延長や予約（OPAC)  

    ・ マイライブラリの利用 (Webからの図書購入依頼，複写依頼， 現物貸借依頼，利用状況確認など)  

    ・ カウンターでの予約処理等  

    ・ 図書館２階設置 自動貸出返却装置の利用  

    ・ 他機関への複写依頼，現物貸借サービス   至急の処理ができません  

    ・ 図書の受入手続き   至急の処理ができません。  

 

  ※ 本学契約電子ジャーナル・電子ブック・データベースの閲覧，図書館ホームページの閲覧，本学リポジトリ 

    サイトの閲覧， 豊橋市図書館所蔵図書の貸借利用申込，図書館内に設置された教育用端末やプリンタ 

    利用は今回のシステム停止に関係な く利用できます。  

研究図書の蔵書点検を実施中（教職員対象）  

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。 

 研究室で所蔵している備品の研究図書（特別貸出図書）の 蔵書点検を実施しています。  

  【点検期間】2020年11月2日（月）～11月30日（月)  

  【提出期限】2020年11月30日（月）  

 該当図書のある教職員の方には点検リストを送付しています。既に点検終了し送付いただきました方はありがと

うございます。まだの方は期限までに点検の上，ご返送ください。  

 また後日， 一部を対象に図書館職員による図書の保管状況確認を実施させて頂きますのでご協力をお願いい

たします。  

「ジャパンサーチ」紹介 日本のデジタルアーカイブを探そう    

 2020年8月に正式公開になった「ジャパンサーチ」は，書籍等分野，文化財分野，メディア芸術分野など，さまざ

まな分野のデジタルアーカイブと連携して，我が国が保有する多様なコンテンツのメタデータをまとめて検索でき

る「国の分野横断型統合ポータル」です。 また，「ジャパンサーチ」が集約したメタデータを，検索以外にも利活用

しやすい形式で提供し，コンテンツの利活用を促進する基盤（プラットフォーム）としての役割も果たしています。 

さまざまな機関の協力により，国立国会図書館がシステムを運用しています。  

  【URL】    https://jpsearch.go.jp/  

  【データ数】 連携しているデータベース 11４（2020.11．１６現在）  

          連携されている資料 2100万件以上  

          教育・商用利用可 82万件以上  

https://jpsearch.go.jp/
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系・院推薦図書が入ってきています  

  学生に読んで欲しい図書として，先生方から「系・院推薦図書」 を推薦していただきました。  

 登録の済んだ図書から２階新着図書コーナーに順次配架しています。どんな図書があるかは，資料の検索

(OPAC)のページやブクログサイトを参照ください。  

 

【資料の検索 (OPAC) URL】  

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

 カテゴリ検索の 「系・院推薦図書」クリック。  

  「年度」と「系・院」を順番にクリックしていくと， 

 当該年度の系・院推薦図書が一覧できます。 

 登録が済んだ図書が表示されます。  

【ブクログ URL】  

  http://booklog.jp/users/tutlibrary  

 カテゴリ 系・院推薦図書2020-1系～ 

総合教育院 で絞り込みできます。  

各出版社のオンライン講習会情報  

ご希望の方は各自お申し込みください。無料です。  

 

 ★JDreamⅢ基本操作オンラインセミナー  

 【詳細・申込み】    https://jdream3.com/session/online-jd3.html  

 【日程】各回定員15名 導入編   12月3日・16日（水）14：00-15：00  

               応用編   12月4日・17日（木）14：00-15：30  

 ★SciFinder-n オンライン講習会  

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

 【日程】  入門編   11月25日（水）11:00-12:00    １２月 9日（水） 11:00-12:00  

  ポリマー検索編   11月19日（木）14：00-15：00   11月20日（金）11：00-12：00  

 ★Web of Science ウェブセミナー  

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

 【日程】   論文投稿戦略メソッド  Web of Science を活用して  

             11月17日（火）14：00～15：00   

             http://interest.clarivate.jp/202011_17f_webinar_wos  

         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） 14：00～14：30  申込みURLは近日公開  

https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/category
http://booklog.jp/users/tutlibrary
https://jdream3.com/session/online-jd3.html
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar/
https://clarivate.jp/web-of-science-group-web-seminar-annual-schedule/
http://interest.clarivate.jp/202011_17f_webinar_wos


※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 

 図書館内にある次の施設が利用できます。予約制になっています。  

  1階ミーティングルーム1・2 （各4人まで・3時間以内）  

  2階グループ研究i室1 （6人まで・3時間以内）  

  3階個室1～6 （各1人・学生：3時間以内 教職員：1日）  

 【予約サイトURL】（学内LANからのみ接続可）  

   https://lib.tut.ac.jp/res/  

 【施設利用の詳細】図書館ホームページ＞施設利用  

   http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/room.html  

 

 予約は前日16時までWebからできます。当日の予約はカウンターで空き状況をお問い合わせください。  

予約は学内LAN接続のPCやスマホなどから可能です。 現在，利用可能時間は，新型コロナウイルスの消毒

作業を実施中のため  9：30-17：00です。17：00-19：00は利用できません。  

   

  ・予約した時間にカウンターへ学生証・職員証をお持ちになり，お越しくだ 

   さい。鍵をお渡しします。リモコン・ヘッドフォン・ホワイトボードマーカーの 

   貸出もしています。  

  ・複数人数で使用の際は，検温をさせていただきます。ご協力ください。  

  ・室内に設置されているモニターはDVDブルーレイプレーヤーに接続して 

   いますが，持ち込みのパソコンと接続することも可能です。HDMIケーブ 

   ルが接続されています。  

  ・3階の個室1・2にモニターを10月に設置しました。DVDの視聴室としても 

   利用可能です。個室1・2を利用希望の場合は，お申し込みの際にその旨 

   備考欄に記入してください。  

  ・3階個室は発話できませんので，Web面談には利用できません。Web面談の場合は，1階ミーティングルー 

  ムや2階グループ研究室をご利用ください。  

 

 なお，1階オープンスペースのイベント利用予約については，Webでは行っていませんので，カウンター 

あるいは情報サービス係へお問い合わせください。コロナウイルス対応で利用方法を限定しています。  

 【イベント利用の詳細】   http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/event_covid19.pdf   

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。 

館内施設の予約は予約サイトから  

 予約は図書館ホームページ

のこのバナーから 

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/
https://lib.tut.ac.jp/res/
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/room.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/event_covid19.pdf

