
  大学の活動基準レベルが3へ引き上げられたため，現在図書館閉館中です。

7月に実施した利用者アンケートでは，コロナ禍でも図書館開館要望の声も多く

頂いていましたが，ご了承ください。  

 9月になり秋の気配も感じるようになりました。読書の秋ということで，貸出企画

「秋のブックバスケット」を企画しました。  

 閉館中ですが，図書の郵送貸出，複写物の送付，ILLサー

ビスは実施しています。 電子資料は通常通り利用可能で

す。学外から利用可能なものが多いので，利用上の注意を 

遵守の上，ご活用ください。 
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お知らせ News 

 小説など読み物や，ステイホームに役立ちそうな図書を中心に，3冊ずつの本のセットを準備しました。閉館中で 

来館いただけないので，郵送でご自宅まで送付します。郵送費用は大学負担です。ぜひお申込みください。 

 貸出冊数内で借りることができます。 

 ブックバスケットのセットと, セット以外の借りたい図書を合わせて申込んでいただいても結構です。 

【ブックバスケットの図書リスト】  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/bookbasket21.pdf   

【貸出申込方法】   メールで  （図書館情報サービス係）へ次の情報を記入して送信 

  ◆大学から付与されたメールアドレス（○○@tut.jp ○○edu.tut.ac.jp  など）から送信する。 

  ◆件名：貸出図書郵送サービス 

  ◆本文： 1) 氏名    

        2) 学籍番号（教職員は所属） 

        3) 郵送先郵便番号・住所 （宿舎の場合は部屋番号まで） 

        4) 電話番号 

        5) ブックバスケット No.○ ○○○○ 

          リストの セットNo と テーマ を記入してください。 

 ※あわせて他の図書も同時に貸出希望の場合は，「郵送による図書貸出サービス申込み方法」 

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210527_1_ver2.pdf を参考にして  

    書名・請求記号・資料ID を記入してください。 

【返却方法】 

   来学困難な期間は郵送による返送が可能です。  （費用大学負担） 

   必ず【ゆうパック】の【着払い】をお使いください。 

   返却期限内に来館可能になった場合は，図書館玄関前の図書返却ポストへの投函，あるいは 

   カウンター（開館している場合）への返却でも結構です。 

【参照】 返却方法の詳細など   9月1日付図書館ホームページお知らせをご覧ください。 

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/bookbasket21.html 

開館状況やサービスなどの最新情報はホームページでご確認ください。 

 貸出企画「秋のブックバスケット」を始めました

学生9月21日まで 教職員9月7日までの貸出

は  夏期の長期貸出期間中のため  

 貸出冊数：12冊以内 返却期限：10月12日 
それ以降の貸出は 

 貸出冊数：10冊以内  

  返却期限：学生20日以内・教職員30日以内 

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/oshirase/bookbasket21.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20210527_1_ver2.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/bookbasket21.html
http://www.lib.tut.ac.jp/
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トピックス Topics 

利用者アンケート集計結果  

  7月7日(水)～7月21日(水)に図書館利用者アンケートを実施しました。学生・教職員合わせて304名の方から

回答を頂きました。ご協力いただきどうもありがとうございました。 

  現在，簡易版（数値のみ・自由記述設問除く）の集計結果を，図書館Webサイトに掲載しています。 

【利用者アンケート2021】  

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_A.html 

【簡易版 回答数集計】 

    日本語版  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_summary.pdf 

    英語版    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_summary_e.pdf 

【自由記述欄の御意見への図書館の対応】 

     ・7月28日から朝の１階開館時間を9時30分から9時に変更 

    ・特別開館（24時間開館）は後期開始を検討中（感染状況等による） 

    ・Q8・Q13で記入していただいた購入希望の図書や電子ブックについて第1弾として次のものを購入   

      Q8への対応  図書       http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_Q8A.pdf 

      Q13への対応 電子ブック   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_Q13A.pdf 

                               ※電子ブックは既に設定完了し, 利用可能です。 

 その他の事項についても，対応を検討し順次回答を掲載します。 

 今回の利用者アンケートは終了しましたが，利用者の皆さまからのご意見は図書館WEBサイトのお問い合わせ

フォーム  http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/toiawase.html などから，今後もお寄せいただくことができま

す。 お気づきの点がございましたら，ぜひ図書館までお知らせください。 

新規購入電子ブック 

 図書館利用者アンケートで希望のあった資料や，教員の方からの系・院推薦図書の電子

ブックで購入した資料の一部が利用可能になりました。 

 Maruzen eBook Library 和書９６タイトルが今回新規に追加されています。ご活用ください。 

 

【新規電子ブック一覧リスト】   http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20210903.pdf 

 

【Maruzen eBook Library 簡単利用ガイド】   

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

 自宅など学外からも利用できます。VPNや学認システムを通じてご利用ください。 

 簡単利用ガイドの4ページ目に，学認を通じた利用方法を掲載しています。 

 

 Maruzen eBook Library は，１冊につき同時アクセス1です。 一部キャンペーン期間中のた

め，2022年1月31日まで 同時アクセス30のタイトルがあります。他の人が利用していて，同時

アクセス数を超えてしまうと閲覧できません。しばらく待ってから再度接続してみてください。 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_A.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_summary.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_summary_e.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_Q8A.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_Q13A.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/toiawase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20210903.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf
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 先日，本学利用者の電子ジャーナルACM Digital Library の利用方法に対して，提供元ACMより不正利用

（短時間大量ダウンロード）の警告がありました。  

 24時間利用でき，便利な電子資料ですが，あらためて利用する際は著作権法や提供元の利用規約・利用条

件等を厳守し，適正な利用をしていただくようにお願いいたします。 

  提供元の多くがそれぞれの利用規約・利用条件等を定めていますが，   

どの提供元においても次のことは禁止されています。  

 電子資料利用上の注意とお願い 

 各出版社等のデータベース情報・講習会情報  

★ CAS SciFindern 関連  

   ・製品名が SciFinderⁿ からCAS SciFinderⁿ (キャス サイファインダー・エヌ）に変更になりました。 

  ■オンライン講習会情報 

     CAS SciFinderⁿ - トピック (塩・配位化合物) 

               2021年9月15日（水） 10:30 ～12：00 

     CAS SciFinderⁿ - 入門  

        2021年10月13日（水） 10:30 ～ 12：00 

   内容詳細・お申込みはこちら → https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar/ 

 

★ Web of Science 関連 

  ■オンライン講習会情報 

   英語論文アブストラクト執筆が上手くなる】5つの表現チェックポイント  

        2021年9月16日（木）14:00～14:45 

   内容詳細・お申込みはこちら → https://interest.clarivate.jp/202109_16_webinar_wos 

 

★ Science Direct / Scopus 関連  

   ・ScienceDirectは,，2021年9月末日でIE11へのサポートが終了します。 

   https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/1193246/Rev202108SDIE-retirement.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・検索デモ・製品アップデート等  

        2021年9月16日 (木) 15:00 ～ 15:40  

     ScienceDirectの基本操作解説  

          2021年9月16日 (木) 13:30 ～ 14:10  （Q&Aを含む）  

   初めてのMendeley ～Mendeleyセットアップ編～  ※本学は無料版利用。機関版は契約していません。 

        2021年9月17日 (金) 15:00 ～ 15:40 （Q&Aを含む）  

   詳細・お申込みはこちらのポスター掲載情報から →   

   https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/1197706/202109-Webinar-Poster.pdf  

講習会のお申し込みは，各自でお願いします。 

検索ガイド（紙版資料）など入用な方は，図書館

情報サービス係へお知らせください。 

送付いたします。 

知って得する利用ガイド User Guide 

手 動 で あ っ て も 短 時 間  

大量ダウンロードは✖ 

https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar/
https://interest.clarivate.jp/202109_16_webinar_wos
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/1193246/Rev202108SDIE-retirement.pdf
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0004/1197706/202109-Webinar-Poster.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 

 電子資料の学外からの利用 

   契約している電子ジャーナルや電子ブック，データベースなどの電子資料は本学に所属している方が利用で

きます。 

 IPアドレスで認証を行っているものがほとんどなので，学内のネットワーク(無線LAN含む）に接続しているPCや

スマホなどからは，そのまま電子資料をご利用いただけます。 

 また，「学認」サービスやVPN接続，キャンパス内から接続して登録した個人アカウントを用いると，自宅など

キャンパス外にいても利用することができる資料も多くあります。 

 「学認」サービスが利用できる資料は，「学認」を通じて接続するのが簡単です。ログインする入り口がサイトごと

に異なりますので，次のページに記載している，サイト別のマニュアルを参考にしてご利用ください。 

 VPN接続については, 情報メディア基盤センターのページをご参照ください。 

 

 前項に記載しました電子資料利用上の注意を遵守の上，ご活用ください。 

 

  【学外からの利用】     http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html 

  【VPN接続サービスについて】 情報メディア基盤センター  http://www.imc.tut.ac.jp/network/vpn 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 万が一，利用規約等に違反する利用がなされた場合，一個人の違反行為であっても，ペナルティとして， 

大学全体の利用が停止となり，本学の研究教育活動に重大な支障をきたします。利用の際には十分ご注意 

くださいますようお願いいたします。 

 各提供元の利用規約・利用条件は，主なサイト http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html の表や，  

各出版社サイトにあるそれぞれの[Terms and conditions] [Terms of Use]等でご確認ください。 

                                       =======禁止事項========  

・ 手動またはプログラムを利用して，短時間に大量ダウンロードすることは禁止 

    ※電子ジャーナルのダウンロードとは，パソコン本体やUSBメモリなどにファイルを 

        保存することではなく，オンライン上で本文ファイル（PDF・HTML)を開くことが 

        ダウンロードとなります。 

・ 個人の調査・研究以外の目的で利用することは禁止 

・ ダウンロードした記事を第三者へ複製・再配布することは禁止 

・ その他著作権を侵害する行為を行うことは禁止 

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/out_campus.html
http://www.imc.tut.ac.jp/network/vpn
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html

