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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。 

 図書館の開館時間についてお知らせします。 

 緊急事態宣言の発出，1月14日からの本学活動基準レベルの変更，及び

対面授業・試験が中止になったことに伴い， 17時までの短縮開館期間を延

長しています。 

 ★開館時間  

  2月7日（日）まで 平日9:30-17:00 短縮開館（特別開館なし） 

             土・日完全休館 

 ★図書の返却期限 

  1月25日（月）から2月5日（金）までの期間が返却期限となっている図書

について，2月8日(月)まで返却期限を延長します。 

  日本国内で新型コロナウイルスの感染が確認されて約1年が経つそうです。

昨年以来図書館も新型コロナウイルスの影響受け，現在も短縮開館中です。な

かなか通常のサービス提供に戻すことができません。状況に応じて，サービス

はその都度変更していますので，最新の情報は図書館ホームページでご確認

ください。学生の皆さんもオンライン授業や試験が続き大変だと思いま

すが，大学へ来た時，息抜きにでも図書館へお立ち寄りください。  

  なお，来館の際は検温とマスク着用を忘れずにお願いします。  

  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。 

 短縮開館の延長と返却期限について 

 1階に国際課事務室移転  

 B棟改修に関連して, 2020年12月8日から1階グローバルレクチャーエリア

南側に国際課事務室（一部）が移転してきました。ミーティングルームの隣

です。  

 卒業・修了予定者の図書の返却について 
 学部4年生，修士2年生，博士3年生の方が，2月1９日(金)以降に図書を

借りる場合の図書の返却期限は3月10日(水)までとなります。 

 従来の貸出期間20日間ではなく，期間短縮となりますので，図書を借りる

場合には返却期限に十分ご注意ください。 閲覧は，現在の学生証で3月

30日(火)まで可能です。 

 なお，学内進学される方は，入学後新しい学生証が交付されるまで，図

書の貸出ができなくなりますのでご了承ください。 

 【対象者】学部4年生，修士2年生，博士3年生 

 【貸出期間短縮開始日】2021年2月1９日(金)～ 

 【返却期限】2021年3月10日(水） 

 【貸出冊数】7冊以内    

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/
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 2021年購読変更 電子ジャーナル・雑誌  

【電子ジャーナル】  

 ★SpringerLink  タイトル増加  

 ・2021年1月より，契約パッケージ変更のため，SpringerLinkの利用可能タイトル数が約2,270タイトルに 

  増加しました。 2021タイトルリスト  http://www.lib.tut.ac.jp/search/linktitle2021.xlsx  

 

【図書館配架雑誌の変更  2021年1月号より 】 

★外国雑誌 

 ・購読中止     Welding Journal（研究費予算）  

 ・冊子刊行中止・オンラインのみに変更    Proceedings of the ICE. Civil engineering  

★国内雑誌  

 ・購読中止     應用物理 ，有機合成化学協会誌 （図書館予算 利用調査の結果等による） 

貸出企画 「本の福袋」  

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。 

 今月の企画は，貸出企画「本の福袋」です。1月7日より2階企画展示コーナーと，2階東南側，視聴覚資料の書

架近く， 丸テーブルの所で実施中です。  

 

 どんな図書が入っているかはシークレットです。 

  入っている図書に関連するテーマが袋に貼ってありますので，そちらを参考にして選んでください。  

 ひとつの袋に2～3冊入っています。 貸出冊数（学生7冊 教職員10冊）内で借りることができます。  

例えば，今4冊既に借りている図書がある学生の方は，ひとつ（3冊入り）を借りることができます。  

 （自分が借りている冊数はマイライブラリ https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top で確認できます。）  

 

 福袋をカウンターまでお持ちください。貸出手続きをします。貸出期間や返却方法は通常と同じです。 

 返却時は，中に入っていた図書を玄関前ブックポストへ投函いただくか， 

カウンターあるいは自動貸出返却装置で返却手続きをして返却ください。 

 本の入っている袋（技科大エコバック）はプレゼントしますので返却不要 

です。図書のみご返却ください。読み終えた図書から１冊ずつ返却してい 

ただいても結構です。 

 

 

 

 

 

【詳細】  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2020.html 

【テーマ】  

 ヒトの本 目・鼻・脳  /  ???な本 なに，なぜ，教えて /   

 魚（ギョ！） / 作ってみた本 / ちょっと重いけど楽しい図鑑 

  命がけの本 /時代のレディー                 など 25袋 

http://www.lib.tut.ac.jp/search/linktitle2021.xlsx
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2020.html
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新着図書紹介 就活・オンライン会議・Withコロナ関連 

  新型コロナの影響で，今年は生活様式はもちろん，就活や仕事の方法も変わりました。そ

れらに関連する図書を最近刊行されたものから選びました。現在，2階新着書架に配架中で

す。 貸出中の場合はOPAChttps://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ から予約が可能です。 

 【就活・オンライン会議 関連】  

  ・オンライン就活は面接が9割 : 内定を勝ち取る人の準備術  図・3F開架 377.9||TA  

  ・動画就活必勝法 : 内定を獲る自己PR動画撮影術  図・3F開架 377.9||KO  

  ・オンラインでも好かれる人・信頼される人の話し方   図・3F開架 336.49||KU  

  ・オンライン会議の教科書                   図・3F開架 336.49||HO  

 【Withコロナ 関連】  

  ・パンデミックを阻止せよ! (DOJIN選書)         図・3F開架 498.6||UR  

  ・コロナ後の世界 : いま，この地点から考える      図・3F開架 304||CH  

  ・ウイルスの世紀 : なぜ繰り返し出現するのか      図・3F開架 493.87||YA  

  ・仕事本 : わたしたちの緊急事態日記          図・3F開架 916||SA  

  ・武漢日記 : 封鎖下60日の魂の記録           図・3F開架 498.6||FA  

  

【新着資料の検索】   次のような方法で新着図書が検索できます。 

   カテゴリ検索＞「新着図書」（最近2週間受入）    https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/category/5  

   詳細検索 「新着」項目で ○日を指定          https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/complexsearch  

各出版社等のデータベース情報  

★SciFinder-n 

 IPアクセス制限の撤廃期間が2021年6月7日まで延長されました。但し，アクセスにはログインIDが必要です。

新規ID取得は，学内ネットワーク接続の端末から行うことが必要です。 

 【オンライン講習会情報】 https://jaici.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=jaici&service=6 

  1月27日 10:30～ SciFinder-n トピック（無機化合物）   2月10日 10:30～ SciFinder-n 入門 

 

★ScienceDirect   機能のアップデート情報  

 2020年10月に以下のアップデートが行われました。  

  ・検索結果ページに分野のフィルター追加, タイトルによる検索ページに文献の種類にTextbookの項目追加  

 【詳細】 スクリーンショット  

 https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/sciencedirect/sciencedirect_for_user#version_up  

 

★Mendeley   ソーシャル機能一部取り止めについて  

 Mendeleyは，文献管理ツールとしての機能のほかソーシャルネットワーキングツールとしての機能も強調してき

ましたが， 2020年12月をもって，次の「ソーシャル」的な機能の提供が終了しました。  

  ・Mendeley Feed and Public Groups, Mendeley Profiles, Mendeley Funding, Mendeley Suggest  

 【詳細】終了する機能についての影響・留意点  

 https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/1093165/202011_mendeley_retire_features.pdf  

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/category/5
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/complexsearch
https://jaici.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=jaici&service=6
https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/sciencedirect/sciencedirect_for_user#version_up
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0007/1093165/202011_mendeley_retire_features.pdf


※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      https://booklog.jp/users/tutlibrary 
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図書館HP 

 先回2020年12月4日に送信しました「文献調査ガイダンス特集号」の内容を図書館ホームページに掲載しま

した。 図書館の新型コロナウイルス対応ページの「文献調査ガイダンス」の項目をご参照ください。  

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

 各出版社等が提供する, 文献検索データベース Web of Science, Scopus, JDreamⅢ, SciFindern,  

文献管理ソフト EndNote basic, Mendeley の各種資料と図書館作成資料があります。  

  

 

 

 

 

 

 

   なお，契約データベースは学内者向けのサービスです。本学に所属していない方は利用できません。  

 プログラムなどを使用した機械的な検索や，文献の大量自動ダウンロードは禁止されています。 

  一人の違反で学内全体の利用がストップしますのでご注意ください。各人利用上の注意を守って研究・ 

 学修にご活用ください。    

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。 

文献調査ガイダンス資料掲載   

利用ガイド

PDF版 

YouTube動画 

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/ejournal/covid19_info.html#e_guidance

