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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。 

 現在の開館時間のお知らせです。 

 愛知県に緊急事態宣言が3月7日(日)まで発出されているため，当面の間，

開館時間平日9:30～17:00を継続します。 

 学外者の利用については，大学の活動基準レベルに従い休止しています。 

 【開館時間】 平日：9:30～17：00 （特別開館なし） 

           土・日・祝日：休館（特別開館なし） 

  最近は暖かい日があったり，寒さがぶり返したり。体調管理が難しいですね。

少しずつ春は近づいているようですが，春になってもウイズコロナ生活はまだ 

しばらく続きそうです。 

 図書館では，専門分野の図書以外に，皆さんの気分転換に役立つような 

図書も提供していけたらと思っています。企画展示コーナー「ういずころな」では

料理本，隣のミニ展示では「肉」の本特集なども行っています。 

こちらは，牛肉・筋肉・皮肉いろいろですが。新着図書コーナー 

には，新刊の小説なども続々と配架中です。ぜひご覧ください。  

  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。 

 短縮開館継続について 

  ワークステーションエリアについてお知らせ 

★教育用端末メンテナンス 

 次の期間はメンテナンスのため、ワークステーションエリア設置の教育用

端末は利用できません。同室内設置の大判プリンターの利用は可能です。 

 【停止日時】3月8日(月)～3月12日(金)  

 

 ★入室について 

 図書館ワークステーションエリアの入室には，学生の方は図書館利用ガイ

ダンスの受講が必要です。このガイダンスを受講していないと，入室時のIC

カードリーダーがエラーになり入室できません。ワークステーションエリアに

は，学生用端末やポスター印刷用大判プリンターを設置しています。利用

希望の方は必ず図書館利用ガイダンスを受講してください。今年度の図書

館利用ガイダンスは3月19日（金）までMoodleで開講しています。再度開講

は4月以降になります。 

（参考）図書館利用ガイダンスのお知らせ 

 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/guidance2020_3.html 

       B4・M2・D3の方へ 

 図書の返却期限は，現在3月10日

（水）までとなっています。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。 

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/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/guidance2020_3.html
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 国内雑誌購読変更（新規・中止等）2021年4月より  

【図書館配架雑誌の変更】 

 利用調査アンケートの結果等により，2021年4月から購読変更（新規・中止）があります。 

 ・新規購入  Mr. PC 

 ・購読中止  オペレーションズ・リサーチ / 計測自動制御学会論文集 / 高分子 / 情報処理  

                    電気学会論文誌. A, 基礎・材料・共通部門誌 / 化学と工業 / ぶんせき / 分析化学 

                  環境と公害 / 金属 / 月刊地球 / 工業材料 / 交通学研究 / 固体物理 / 情報の科学と技術 

                 日経ESG / 法学セミナー /  Newton別冊 （別冊は雑誌扱いを中止し個別に図書で購入）  

                    Surfin’life  

 ・オンライン版に変更（冊子版終刊のため） 

   日本建築学会環境系論文集  https://www.jstage.jst.go.jp/browse/aije/-char/ja/  

   日本建築学会計画系論文集   https://www.jstage.jst.go.jp/browse/aija/-char/ja/  

   日本建築学会構造系論文集   https://www.jstage.jst.go.jp/browse/aija/-char/ja/  

【2階新着雑誌書架 和雑誌展示リスト 2021.4～】 http://www.lib.tut.ac.jp/search/wazasshi202104.pdf 

企画展示 「ういずころな」  

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。 

  1月7日より29日までの期間実施していました貸出企画「本の福袋」が終了しました。25袋準備し，21袋の貸出が

ありました。借りてくださったみなさん，ありがとうございました。  

  シークレットにしていました福袋の中身を”ねたばらし”します。中に入っていた図書はこちらです。 

 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2020-2.html  

 館内のあちらこちらの書架から集めてきました。気になる図書がありましたら，またご利用ください。 

 貸出企画「本の福袋」終了しました 本のタイトル公開 

 今回の企画展示のテーマは「ういずころな」です。2階階段横の企画展示コーナーで展示を行っています。新型コ

ロナウイルスに関することから，テレワーク，オンライン会議といったコロナ対応で変化した生活様式，コロナの生活

に少し疲弊してしまった人のために書かれている本などを展示中です。貸出も可能です。 

 

  ・新型コロナ7つの謎 最新免疫学からわかった病原体の正体  

      （講談社ブルーバックス No.2156）        請求記号:408||BL||2056 資料ID:20090299 

  ・コロナのせいにしてみよう。シャムズの話  請求記号:498.39||KU  資料ID:20000583 

  ・一日誰と話さなくても大丈夫               請求記号:498.39||KA 資料ID:20000500 

  ・一億人のWeb会議・動画配信           請求記号:547.48||IE  資料ID:20000584 

 ・ソロキャンごはん                    請求記号:596.4||NA  資料ID:20000590  など              

【ブクログサイト】 関連する図書が一覧できます。 

 カテゴリ： □図書 コロナと生活  https://booklog.jp/users/tutlibrary?Category_id=3137492&display=front         

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/aije/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/aija/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/aija/-char/ja/
http://www.lib.tut.ac.jp/search/wazasshi202104.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2020-2.html
https://booklog.jp/users/tutlibrary?Category_id=3137492&display=front
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新着電子ブック紹介 Maruzen eBook Library 

  就活・語学学習・テレワーク関連などの電子ブックを46タイトル追加購入しました。ぜひご利用ください。 

自宅など学外からも閲覧できます。 

【電子ブックの利用方法】              

Maruzen eBook Library 簡単利用ガイド  

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

【Maruzen eBook Library URL】   

   https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList 

【購入タイトルリスト】2021年2月 46冊  

   http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20210201.pdf  

 

 ★就活関連 

  ・就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版 

  ・就職四季報女子版 2021年版 

  ・就職四季報総合版 2021年版 

  ・就職四季報優良・中堅企業版 2021年版 

 ★語学学習関連 

  ・完全攻略!中検3級 ―8週間の学習プログラム― 

  ・TOEIC L&RテストPart 5語彙問題だけ555 

  ・TOEIC L&RテストPart7を全部読んでスコアを稼ぐ本 

  ・TOEIC L&Rテスト究極の模試600問+ 

  ・TOEICスピーキングテスト究極のゼミ   

  ・はじめてのTOEIC S&Wテスト完全攻略 

  ・TOEIC L&Rテストやたらと出る英単語クイックマスター+ 

 ★テレワーク関連 

  ・できるZoom ビデオ会議が使いこなせる本 

  ・できるテレワーク入門 在宅勤務の基本が身に付く本 

  ・ビジネス＋テレワーク パーフェクトブック 困った！＆ 

    便利ワザ大全 

 ★旅行ガイド関連 

  ・浜松・浜名湖 三河（まっぷる） 

  ・愛知 名古屋 知多・三河（まっぷる） 

  ・京阪神･名古屋からの週末小さな旅 

 ★そのほか 

  ・スッキリわかるPython入門 

  ・スッキリわかるJava入門 第3版 

  ・スッキリわかるサーブレット＆JSP入門 

  ・マンガでわかるドローン 

  ・英語でニッポン案内ハンドブック      など 

学外からの利用方法も掲載しています 

http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList
http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20210201.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.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 

 各出版社のオンライン講習会は各自お申し込みください。無料です。 

 

★SciFinder-n 

 ・オンライン講習会 

   【日時】2021年2月24日(水)10:30～ トピック（引用・被引用の活用） 

        2021年3月10日(水)10:30～ 入門       2021年3月24日(水)10:30～ トピック（特許情報） 

   【申込先】   https://jaici.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=jaici&service=6  

 ・SciFinder-nでは，IPアクセス制限の撤廃期間が2021年6月7日まで延長されています。アカウントは学内

あるいはVPN接続で作成してご利用ください。 

 

 ★ScienceDirect 

 ・オンライン講習会 ScienceDirectのご紹介～概略と各種機能について～ 

   【日時】2021年3月9日(火)13:00～14:00 （Q&Aを含む） 

   【内容】ScienceDirectの概略, 各種機能紹介 (論文ページ / ジャーナルページ / 検索),  

           アラート設定とリコメンデーションと履歴機能  他 

 【参加用リンク】 https://elsevier.zoom.us/j/92988154161?pwd=RFMxWlY1SHdjejl5U0J0SUxuMnZpUT09  

 

 ★Scopus 

 ・オンライン講習会 Scopusのご紹介 ～概略と基本操作について～ 

   【日時】2021年3月9日(火)15:00～16:00 （Q&Aを含む） 

   【内容】Scopusとは?, 文献検索の紹介 (基本的な検索の流れ/インパクトが高い論文を調べる等),  

       著者検索の紹介, ジャーナル検索の紹介 (ジャーナル評価指標), パーソナル機能の紹介 他 

   【参加用リンク】https://elsevier.zoom.us/j /98686541944?pwd=Nnk1N2w5a0xJaE80eEl5b2pFWlJPUT09  

 ・Scopusのバージョンアップ情報  2021年1月26日のバージョンアップ 

  詳細はこちら https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user  

    ・Scopusのトップページが新しくなりました ・著者プロファイルのページにプレプリントの搭載を開始 

 

★Mendeley 

 ・オンライン講習会 Mendeleyのご紹介 ～概略と文献情報の利用～ 

  【日時】2021年3月10日(水)13:00～14:00 （Q&Aを含む） 

  【内容】Mendeley とは？, 文献情報のまとめかた, 文献情報の利用の仕方 

  【参加用リンク】 https://elsevier.zoom.us/j/99360890762?pwd=MmVXRy9OaW02MDZ4WDhIMXRQSmhCUT09  

各出版社等のオンライン講習会情報など 

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://jaici.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=jaici&service=6
https://elsevier.zoom.us/j/92988154161?pwd=RFMxWlY1SHdjejl5U0J0SUxuMnZpUT09
https://elsevier.zoom.us/j%20/98686541944?pwd=Nnk1N2w5a0xJaE80eEl5b2pFWlJPUT09
https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user
https://elsevier.zoom.us/j/99360890762?pwd=MmVXRy9OaW02MDZ4WDhIMXRQSmhCUT09

