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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。 

 7月7日から7月21日の期間，図書館利用者アンケートを実施していま

す。  

 今回のアンケート調査では，改修後4年経った図書館の施設環境や 

資料整備状況とともに，コロナ禍におけるサービス提供についても御意見

や御要望をいただきたいと思い実施しています。  

 回答所要時間は10分～15分ほどです。ぜひ御協力をお願いいたしま

す。  

 

 【調査期間】 2021年7月7日～7月21日  

 【対象者】豊橋技術科学大学の全学生・全教職員  

 

 【回答方法】次のどちらかで  

 1）こちらのURLからWEBアンケートに回答  

    日本語版 Webフォーム  

   https://forms.gle/djYWenVQCPepvwLF8  

   英語版 Webフォーム  

   https://forms.gle/7fgk5FRAtntMJALb6  

  ※ " @tut.jp "アカウントでアクセスしてください。  

  ポスターの 

 QRコードからも 

 アクセスできます。 

 

 

 

 

 2）図書館１階マルチプラザに設置の 

  アンケート用紙に記入  

 【お知らせ詳細】  

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

survey21.html  

  附属図書館は，現在平日9時30分から20時まで開館中です。ようやく20時 

までの開館時間に戻りました。  

 提供サービスは変更になることもありますので，図書館ホーム

ページを随時ご確認ください。メールでもお知らせします。    

  

開館日程は変更する場合があります。 

 図書館利用者アンケート実施中  
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古本市実施中  

 図書館で不用になった図書の頒布（古本市）を実施中です。  

 新型コロナウイルス感染症防止の観点から，施設予約サイトで予約を受け付けています。予約入力は，希望日

の前日16時までです。 既に満席の枠もあります。  

   

【予約】  予約は原則1人1日 1枠（30分単位 内10分入替時間）です。  

      1枠の定員5名。  施設予約サイト  https://lib.tut.ac.jp/res/  の「イベント」から予約してください。  

      学内ネットワーク限定のサイトですので，学外から接続する場合はVPN接続などをしてご利用ください。  

        ※原則予約者が入室可能ですが，当日定員に余裕がある場合は入室可能です。  

【頒布期間】   7月12日(月)～7月13日(火)対象 学生のみ  

          7月14日(水)～7月16日(金)対象 学生及び教職員(※)  

           各日 10:00～15:20  ※教職員とは教員，事務職員，非常勤職員です。研究員も含みます。  

【頒布場所】  図書館3階 階段横  

【価格】    1冊 100円(税込) 1人1回20冊まで購入可  

【お知らせ詳細】  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kosyo202107.html  

英文多読図書の配架場所変更  

雑誌製本作業のお知らせ  

 2020年の雑誌を中心に，雑誌の製本作業を行っています。下記のリストの雑誌が今回製本対象となっており， 

7月13日より9月中旬まで利用できません。利用可能になりましたら，図書館ホームページ等でお知らせします。

それまでの間は，電子ジャーナル（利用可能なもののみ）や，他機関への文献複写依頼でご対応ください。  

 【製本作業中の雑誌リスト】    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/seihon2021.pdf  

 英文多読図書コーナーが，3階から2階南西側に移動しました。 シリーズ+レベルでまとめて配架しています。  

 多読(Extensive Reading 略してER)とは，文章を分析し

ないで 大意を把握する読書法です。英文多読の三原則

に従って，易しい レベルから順にはじめ，100万語を目指

して楽しく読書しながら英語を身に付けましょう。子ども向

けの童話や絵本から小説まで3,700冊以上の図書を所蔵

しています。  

   

 

(参考) ・「英語多読完全ブックガイド : めざせ!1000万語 : 多読におすすめの洋書， 

           約一万四千冊のデータを紹介!」  【請求記号】837.7||FU   【所在】図・2F英文多読，図・3F開架  

        ・「英語多読 : すべての悩みは量が解決する!」 電子ブック  

          https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000060730   

[英文多読の三原則]  

   1.辞書は引かない  

   2.分からないところは飛ばして読む  

   3.つまらなくなったら後回しにする  

https://lib.tut.ac.jp/res/
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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。 

 本学の学術機関リポジトリサイト  https://repo.lib.tut.ac.jp/ について，公開基盤であるJAIRO Cloud の 

システムリプレイスに伴いリニューアルすることになりました。 

 今後データ更新の休止や閲覧休止の期間が予定されています。休止期間は２ヶ月ほどかかる場合がありま

す。ご了承ください。日程が決定次第、図書館ホームページ等でお知らせします。  

 学術機関リポジトリのリニューアル予定について  

 企画展示：あなたを助ける本  

 ミニ展示：旅行に行けないなら妄想すればいい。   

 2階企画展示コーナー（階段横）では，『あなたを助ける本』 というテーマで 

デザイン・プレゼン・レポート・論文の書き方に関する 図書を展示しています。  

ぜひ図書館へ来館した際はご覧ください。貸出も可能です。  

 

 ミニ展示 『旅行に行けないなら妄想すればいい。』  

コロナ禍で，以前のようには自由に旅行ができない今は， 本の中で旅してみませ

んか。2階新着書架では，旅に関する本を展示配架中です。  

  ・「日本木造遺産 : 千年の建築を旅する」  

    【請求記号】 521.8||FU  【所在】図・2F開架図書  

  ・「世界 夢の映画旅行」  

      【請求記号】 290.8||PA  【所在】図・2F地図    など 

 貸出中の場合はOPACで予約ができます。   

 各出版社等のデータベース情報・講習会情報   

★ Web of Science 関連  

 ・Journal Citaton Reports 2021 (JCR)  https://jcr.clarivate.com/  

   インパクトファクターの最新版が公開されました。 詳細は下記7月1日付けのニュースを参照ください。   

    https://clarivate.com/ja/news/  

 ■オンライン講習会情報  

    知らないと損する！ジャーナル・インパクトファクター活用術  

     2021年7月20日（火）15:00～15:30    申し込み → https://bit.ly/2TI4qBo  

 ■講習会アーカイブ（YouTube)   

    伝わる英語論文タイトルとアブストラクトを書くコツ  

     https://www.youtube.com/watch?v=rIR6hHoYlu8&t=2231s  

    論文執筆の必須アイテム– EndNote Basicを使ってみよう  

     https://www.youtube.com/watch?v=dDqZ2UuN1gI&t=314s  

お申し込みは各自でお願いします。 

講習会アーカイブが順次YouTube

で公開されています。 

https://repo.lib.tut.ac.jp/
https://jcr.clarivate.com/
https://clarivate.com/ja/news/
https://bit.ly/2TI4qBo
https://www.youtube.com/watch?v=rIR6hHoYlu8&t=2231s
https://www.youtube.com/watch?v=dDqZ2UuN1gI&t=314s


※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 

★ SciFindern  (サイファインダー・エヌ）関連  

  ・IPアクセス制限の撤廃期間が2022年1月31日まで延長されました。 学外からもログイン可能です。 

   ただし，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か， 

   学外からはVPN接続で行ってください。  

  ・SciFinder の提供は2022年3月31日をもって終了することが決定しました。本学はSciFindern (サイファイン  

   ダー・エヌ）を契約しています。 SciFindernへの利用切り替えをお願いします。同じIDでアクセスできます。  

        （参照）  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/SciFinderN2020.html  

  ・機能アップデート https://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=2405  

 

 ■オンライン講習会情報  

   申し込み → https://jaici.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?siteurl=jaici&service=6  

     2021年7月14日（水） 10:30～  SciFindern 入門  

     2021年7月28日（水） 10:30～  SciFinderⁿ - トピック (マルクーシュ構造検索)   

 ■講習会アーカイブ （自習用教材） https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/elearning/index.html  

 

★ ScienceDirect/Scopus 関連   

  ・バージョンアップ情報  各種ジャーナル評価指標(CiteScore/SNIP/SJR)が更新されました。  

     https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/1179139/NEWJPNSCRelease-NoteJUNE2021.pdf  

   ・Scopusクイックリファレンスガイド更新  

    https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/1173863/Scopus-QRG202106.pdf  

 

 ■オンライン講習会情報  後日アーカイブも公開  

   Scopusのご紹介 ～基本操作解説とCiteScore2020について  

    2021年7月14日 (水) 17:00～18:00 （Q&Aを含む）  

    申し込み → https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_EVyx-2COQFSM2cGUVxRx4w  

    ScienceDirectを最大限活用する4つの機能  

      2021年7月13日 (火) 17:00～17:40 （Q&Aを含む）  

    申し込み → https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_tAC_lrV5QyqzVHmPYb-cWw  

   Mendeleyのご紹介 ～概略と文献情報の利用～]  ※本学は無料版利用。機関版は契約していません。 

    2021年7月15日 (木) 17:00～18:00 （Q&Aを含む）  

    申し込み → https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_CcUxtMECQfWdkoI3iC5u9Q  

 ■講習会アーカイブ (サポートページ)  

   Scopus        https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/scopus/scopus_for_user  

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

   Mendeley       https://www.elsevier.com/ja-jp/solutions/mendeley/mendeley-guide  

紙版のガイドは図書館正面玄関脇

のパンフレット棚にあります。 

ご自由にお持ちください。 
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