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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。 

 ４月からの附属図書館開館時間および利用サービスについてお知らせし

ます。 

【開館時間】  4月5日から 平日：9:30～20:00（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/1/11  

 

【利用可能なサービス】 

  1）入館等について 通常どおり 

    ・開館時間中，玄関は自由に出入りできます 

  2）資料の貸出返却 通常どおり 

    ・図書（付属資料付き図書と視聴覚資料以外）は開館時間中も 

    正面玄関横の図書返却ポストに返却できます。 

  3）エリアの利用 

    ・座席数減，利用休止中のエリアがあります。  

    ＜利用休止中のエリア＞  ※休止期間 当面の間 

        グローバルレクチャーエリア南側・小グループエリア・ 

        女性支援エリア 

    ＜利用可能なエリア＞ 

    ・利用方法を変更しています。一人学修でご利用ください。 

     二人席はアクリル板を挟んで座ってください。 

    ・マルチプラザでのイベント利用についての詳細は， 

     http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/event_covid19.pdf  

     を参照ください。 

    ・ロッカールームの利用を再開しました。 

         （利用可能数は減らしています）  

  4）館内施設の利用・予約 

    1階 ミーティングルーム1・2（各4人まで利用可） 

    2階 グループ研究室1（6人まで利用可） 

        グループ研究室2（4人まで利用可） 

    3階 個室1～6 （各1人利用可） 

  4月になりました。新入生の皆さん，入学おめでとうございます。在学生の皆さ

ん，引き続きよろしくお願いします。 

 新年度も新型コロナウイルス対応を継続しながら，図書館サービス 

を実施します。利用時の検温・マスク着用・手洗い・手指消毒などに

引き続きご協力をお願いします。 

  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。 

 開館時間および利用サービスについて 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/?q=ja/library_calendar/annual/1/11
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/event_covid19.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/
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2階新着雑誌・新着図書コーナー リニューアル 

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。 

  （館内施設の利用・予約 つづき）  

    ・利用可能人数・時間を変更しています。 

    ・利用可能時間9:30～17:00（17:00～20:00は利用できません。） 

    ・Webで利用予約をしてください。延長はできません。 

    ・発話を伴うWeb面談・会議・複数人での学修はミーティングルーム・グループ研究室を利用してください。 

     個室は発話できません。 

 

  5）ILL複写依頼／貸借依頼・館内資料の複写 通常どおり 

    ・校費支払の場合，学生・教職員ともに，到着した複写物は研究室へ学内便で送付します。 

  6）図書館利用ガイダンス 

    ・Moodleシステムで5月31日まで実施しています。 

    ※学生の1階ワークステーションエリア利用や，特別開館時間帯の2階・3階図書館エリア利用（現在は休止中） 

     はこの利用ガイダンスを受講終了していないとできません。利用希望の方は必ず受講してください。 

  7）文献調査ガイダンス 

    ・各出版社等のオンライン形式のガイダンスや提供資料を，図書館ホームページや図書館からのお知らせ 

     メールなどで案内しています。 

  8）電子資料の利用 

    ・電子ブック・電子ジャーナル・各種データベースの利用については通常どおりです。 

     自宅などキャンパス外からの利用については図書館ホームページを参照ください。 

 

 そのほか，図書館の新型コロナウイルス感染症対応まとめサイトに 情報を随時更新して掲載しています。 

 ご参照ください。   http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/covid19_info.html 

 2階の新着雑誌コーナーをリニューアルしました。階段を上がったところの正面 

書架に，新着図書の一部を配置しました。現在リニューアル記念として，新規購入 

した小説類を展示しています。 正面書架の裏側から，和雑誌の新着書架が始まり 

ます。お探しの資料が見つからない場合は，カウンターでお尋ねください。 

   

新しく移動した 

新着図書書架 

 

この裏側から 

新着雑誌が並んで 

います 

新着 

図書 

新着 

雑誌 

http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/covid19_info.html
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新着図書紹介 

  最近購入した図書を紹介します。2階新着図書コーナー（２カ所）に配架中です。 

貸出中の図書はOPAC https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ から予約が可能です。しばらく新着図書コーナー

に配架後，該当の所在・請求記号の書架に移動します。 

   ・LATEX2ε美文書作成入門           請求記号 021.49||OK 

    ・圏論の道案内 : 矢印でえがく数学の世界  請求記号 411.6||SA 

   ・考えるナメクジ : 人間をしのぐ驚異の脳機能 請求記号 484.6||MA 

   ・子育てしながら建築を仕事にする       請求記号520.8||NA 

   ・ロックスターの英語 : インタビュー集2015〜2020  請求記号 837.5||RO 

   ・バンクシー : 壁に隠れた男の正体       請求記号 723.33||EL  

   ・Unityによるモバイルゲーム開発          請求記号 798.5||MA 

    ・アンダードッグス                     請求記号 913.6||NA  

   ・ザリガニの鳴くところ                請求記号 933||OW   など 

選書企画「書いて貼って」の図書 

  昨年度マルチプラザで実施していました「書いて貼って」選書企画で推薦していただいた図書や，その時に

記入されたテーマについて図書館で選書した図書を，新着図書コーナーに配架中です。企画に参加していただ

いた方，ありがとうございました。 次の図書など26冊とDVD1セットを購入しました。 

 

 ・文学は実学である         請求記号 914.6||AR 

 ・起業を考えたら読む本       請求記号 335||IN 

 ・スタンドフォード式最高の睡眠  請求記号 498.36||NI 

 ・建設DX                請求記号 510.9||KI 

 ・Rock司書の図書館ライブ     請求記号 010.4||OH 

 ・Au オードリー・タン 天才IT相7つの顔 請求記号  289.2||CH 

 ・今日もぼっちです。         請求記号  914.6||SA   など 

 ・DVD 神の数式    

   ※このDVDは禁帯出資料です。館内でご覧ください。 

【ブクログサイト】 昨年度と今年度購入した関連図書が一覧できます。 

 カテゴリ： □図書 書いて貼って 2019-2020 

 https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3010446&display=front 

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3010446&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      https://booklog.jp/users/tutlibrary 
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図書館HP 

各出版社等の講習会情報 

 各出版社がデータベースのオンライン講習会を実施しています。参加自由・無料です。 

参加希望の方は各自申込登録してご参加ください。 

 各データベースの内容はこちら http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html#DB をご参照ください。 

 

★ Web of Science関連 （クラリベイト・アナリティクス社） 

  ・Web of Science トレーニングサミット  

     【内容】基本的な操作，読むべき論文を探すコツ， 

         ユーザー登録の方法，EndNote online 

    【開催日時】4月27日（火） 14:00～15:00 

    【申込先】  http://bit.do/fNHA7 

    【詳細】     ポスターをご覧ください    

      

そのほかの講習会スケジュール 

 （申込先は順次公開されます） 

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

  ・伝わる英文タイトル・アブストラクトを書くコツ  

    【講演者】 中山 裕木子先生（株）ユー・イングリッシュ代表取締役   

    【開催日時】4月9日(火）14:00～14:45 

    【詳細・申込先】 こちらをクリック 

  ・本当にインパクトのある論文を読んでいますか？ （Web of Science初級編） 

    【開催日時】5月11日(火）14:00～14:30 

★ SciFinder-n （化学情報協会） 

  ・SciFinder-n ‐ 入門（大学向け 日本語） 

    【開催日時】4月28日 (水) 10:30-12:00   5月26日 (水) 10:30-12:00 

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

              [スケジュール] - [スケジュールページ] より申込み 

★ JDreamⅢ 

  ・JDreamⅢ基本操作オンラインセミナー 定員各15名 

     【開催日時】導入編 4月13日（火）・21日 (木)・27日（火） 14:00－15:00 

           応用編 4月14日（水）・22日 (木)・28日（水） 14:00－15:30 

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

 操作ガイドなどの 

マニュアルは、玄関横の

パンフレット棚に置いて

あります。 

ご自由にお持ちください 

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/site.html#DB
http://bit.do/fNHA7
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/WOS2021training.pdf
https://clarivate.jp/web-of-science-group-web-seminar-annual-schedule/
https://interest.clarivate.jp/202104_15_webinar_wos?utm_campaign=EM1_WOS_Uenglish_Webinar_Apr15_SAR_APAC_Japan_2021&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar
https://jdream3.com/session/online-jd3.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/WOS2021training.pdf

