
図書館からのお知らせ 豊橋技術科学大学附属図書館  

発行日 2021.6.16 

  目次： 

お知らせ    

  ・ 閉館中の図書資料貸出サービスと 

   複写物配送サービス     

1 

トピックス   

 ★電子ブック特集 

 [1] 学生の方へおすすめ電子ブック  

       ブクログサイトからアクセス 

2 

 

 

   [2] 愛知県図書館の電子ブックサービス 

  紹介    

4 

 ・新着図書紹介 4 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210616.pdf 

 本学の学生、教職員が対象です。 入構許可を得ていない方（A)と，入構許可を得ている方（B)などで，貸出返却 

方法や配送方法が異なります。ご注意ください。郵送の場合，郵送費用は大学が負担します。 

 

  

 

 

 

 

 【図書資料貸出サービス】   詳細は、5月27日付けお知らせを参照ください。 

   貸出対象は，図書館に配架されている貸出可能な図書資料です。  

   学生・教職員ともに貸出中図書を含め10冊まで。メールでお申し込みください。 

     A → 貸出・返却とも郵送  申込方法など http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210527_1.pdf  

     B → 貸出は図書館南東玄関 / 返却は正面玄関横ブックポスト 

                                            申込方法など http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210527_2.pdf 

 【複写物配送サービス】  申込の詳細は，６月７日付けお知らせを参照ください。 

   配送対象は、学内所蔵資料（別棟書庫所蔵資料含む）の複写物・他機関から取り寄せた文献複写物 

   マイライブラリで依頼入力するか，申込書をメールに添付してお申し込みください。 

     A → 自宅に郵送 

     B → 学内便で所属研究室へ送付，希望者には自宅へ郵送  

◆臨時閉館前に図書館で借りた図書資料もゆうパック着払いで返却可能です。図書資料貸出サービスA.の方法の

【郵送による返送方法】をご参照ください。 （DVDやCD-ROMは不可）  

 そのほかの閉館中の提供サービスについては，新型コロナウイルス対応まとめサイトをご参照ください。  

 閉館中の図書資料貸出サービスと複写物配送サービス 

               新型コロナウイルス感染拡大防止のため，ご協力のお願い 

 ★来館前の確認  来館時はマスクを必ず着用してください。体調に違和感のある場合は，来館をご遠慮ください。 

 ★来館時の注意  玄関でまず手指消毒をしてください。検温をして37.5℃以上の場合は入館できません。 

  本学の新型コロナウイルス対応の活動基準に従い，図書館は現在臨時閉館中

ですが，所蔵する図書の貸出サービスを再開しています。また，学内所蔵資料

の複写物や，他機関から取り寄せた複写物の配送サービスも実施しています。  

（一部，学生の方の入構許可の確認方法を変更しました。）今号は，これらの

サービスと，自宅でも閲覧可能な電子ブックについて特集します。 

ご活用ください。  

 開館再開や変更事項は，メールや図書館ホームページで 

お知らせしますので，チェックをお願いします。 

お知らせ News 

A  ・入構許可を得ていない学生 

   ・来学が困難な教職員 

 
  ※学生宿舎等の入居者でも所属研究室で 

    入構許可を得ていない場合はA 

   入構許可を得ていても郵送希望者はA 

B ・入構許可を得ている学生 
  ※学生は，図書館と cc:指導教員 宛に 

   事前に入構許可を得ていることの連絡 

      メールが必要  

 ・来学が困難でない教職員 

来館貸出の際は，学生証・ 

職員証を忘れずに！下記 

来館時の注意もお願いします   

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/oshirase/service210527.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210527_1.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210527_2.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/service210607.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210527_1.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/covid19_info.html
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  図書館では冊子の図書とともに，自宅でも利用可能な電子ブックを提供しています。理工系の内容から，外国語

力のアップに役立つ図書，就活関連本などもあります。試験問題集については，電子ブックでの提供を主としてい

ますので，電子ブックをぜひご利用ください。 

  ４月26日に送信した「図書館からのお知らせ 新入生歓迎特集号」では，OPACから電子ブックにアクセスする

方法を掲載しました。今回は，本学図書館で登録しているブクログサイトからアクセスする方法をご案内します。 

ブクログサイトでは，カテゴリ（書棚）別に図書や電子ブックを掲載しています。 

—————————- 

< ブクログサイトからの電子ブックアクセス >  Maruzen eBook Library の例 

 【ブクログ URL】  https://booklog.jp/users/tutlibrary へ接続。図書館ホームページの，、                 

右側バナーからもリンクしています。 

 

 1) ブクログサイトでは，画面 書棚の 

上のところの       をクリックし，一覧

から見たいカテゴリをクリックします。 

 

 2）表示された書棚の図書の画像をク

リック。タイトルごとのレビュー欄に，本学

ではOPACや電子ブックサイトへのリンク

を記載しています。 

 

 3）「リンク先」URLをクリックすると電子

ブックサイトへ接続します。 

 キャンパス外からは「学認」サービスを 

通じて接続できます。 

 

 4) Maruzen eBook Library  

詳細情報画面では 

                      から本文をご利用 

                      ください。 

 １冊につき同時アクセス数は１です。 

 【マニュアル】 

・Maruzen eBook Library 簡単利用ガイド    

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

 学外からの接続方法も掲載しています。 

     

トピックス Topics 

★電子ブック特集  

  [1]学生の方へおすすめ電子ブック ブクログサイトからアクセス  

              から本文が利用可。 
 

終了時は クリック。 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210426.pdf
https://booklog.jp/users/tutlibrary
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf


Page 3 2021.6.16 

【おすすめカテゴリ】 

★カテゴリ：電子ブック レポート・論文ライティング 

  https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099337&display=front 

 例） 学生による学生のためのダメレポート脱出法 （アカデミック・スキルズ） 

    https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017468 

    理系学生が一番最初に読むべき! 英語科学論文の書き方 

    https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090839  

 

★カテゴリ：就活・キャリア   

  https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099388&display=front 

        就活関連本 SPI・就活マナー・面接についてなど。 

  例）就活BOOK2021 内定獲得のメソッド SPI 解法の極意 

     https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076120 

    工業系学生のための就活ガイダンス—モノづくり関連企業へ 

    https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041272 

 

★カテゴリ：試験問題集（TOEIC・TOEFL・キクタン） 

  https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2848377&display=front 

  例）TOEIC L&RテストPart7を全部読んでスコアを稼ぐ本 

     https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090976 

    完全攻略!中検3級 —8週間の学習プログラム—  

     https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090969 

 

★カテゴリ：英語・グローバル関連  

    https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099340&display=front 

        英会話や英文法，英語で読むNewsやエッセイなど。 

  例）ケイ・ヘザリのTea Time Talk 

    https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044560 

 

★カテゴリ：電子ブック 日本語教材 

   https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2777289&display=front 

        日本語能力試験対策テキストや日本語多読ライブラリーなど。 

  例）日本語能力試験対策 N3文法・語彙・漢字 

    https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013318 

    走れメロス （レベル別日本語多読ライブラリー : にほんごよむよむ文庫） 

    https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028021 

 

そのほか，さまざまなテーマでカテゴリを作成しています。 

 Maruzen eBook Library の場合，大学で購入していない電子ブックには                   ボタンが付いていま

す。「この内容は他の学生にも役立つ」と思う電子ブックがあれば，リクエスト理由を記入のうえ，購入リクエストを

してください。資料費に限りがありますので全てを購入できるわけではありませんが，購入を検討します。 

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099337&display=front
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000017468
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090839
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099338&display=front
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000076120
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000041272
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2848377&display=front
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090976
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000090969
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099340&display=front
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000044560
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2777289&display=front
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000013318
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000028021


※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 

 本学所蔵資料ではありませんが，名古屋市にあります愛知県図書館で実施している電子書籍サービスを 

紹介します。愛知県図書館では，約5,500冊以上の和書の電子ブックを提供しています。本学では契約して

いない電子ブックも多く，理工系の図書から文学書まで幅広い分野のラインナップとなっています。 

 

 利用には愛知県図書館利用カードとパスワードが必要です。 

 お持ちでない方は，愛知県図書館のカウンターで発行を受けてください。愛知県在住・在勤・在学の方は，

郵便で発行申込ができます。（郵送料金が必要。） 

  詳細は次のご案内ページにありますので，利用希望の方は，各自お申し込みください。 

 

【愛知県図書館】 

    https://www.aichi-pref-library.jp/  

【電子書籍ご案内ページ】 

     https://websv.aichi-pref-library.jp/denshishoseki.html 

【一覧リスト】5,529冊（2021年1月現在） 

     https://websv.aichi-pref-library.jp/denshishoseki/kinoden_list.pdf 

【利用カードの発行について】 

    https://websv.aichi-pref-library.jp/riyou0.html#card 

★電子ブック特集 [2]愛知県図書館の電子ブックサービス紹介 

 新着図書紹介 

 最近受け入れした新着図書は，図書館2階新着図書の書架に配架中ですが，Webでも次のような方法で 

検索できます。 

【新着資料の検索】 

  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  

【新着図書 大学生活/キャリア関連】 

  ・理系研究者がハッピーな研究生活を送るには 

  ・大学院活用術 : 理工系修士で飛躍するための60のアドバイス 

  ・学びの呼吸 : 世界のエリートに共通する学習の型 

  ・理系女性の人生設計ガイド : 自分を生かす仕事と生き方   など   

閉館中は， お知らせの項目で紹介した「図書資料貸出サービス」をご利用ください。 

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/
https://www.aichi-pref-library.jp/
https://websv.aichi-pref-library.jp/denshishoseki.html
https://websv.aichi-pref-library.jp/denshishoseki/kinoden_list.pdf
https://websv.aichi-pref-library.jp/riyou0.html#card
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/category/5
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/complexsearch

