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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。 

検温・マスク着用・手指消毒等 

利用者のみなさまのご理解とご協力

をお願いします。 

 特別開館を平日月曜日～木曜日に限り再開します。 

 （ただし，祝日の前日にあたる 11月2日と11月2２日は特別開館は実施

しません。） 

 特別開館時間帯に，2・3階を利用したい場合は，図書館利用ガイダン

スの受講が必要です。受講し小テストに合格していないと入れません。 

未受講の方は早めにMoodleシステムで開催中の図書館利用ガイダンス

を受講してください。 

 

  また，2・3階入館時にIDカード（職員証・学生証）とPINコード入力が必

要です。PINコードを忘れてしまった方は，IDカードをお持ちの上，平日 

１７時までに直接カウンターへお問い合わせください。 

【開館時間】 

 平日：月曜日から木曜日 但し祝日の前日を除く 

  通常開館（有人） 1階 9:00 ～20:00      2・3階 9:30 ～20:00  

  特別開館（無人）  1階 20:00～翌日9:00   2・3階 20:00～翌日8:30 

 平日：金曜日・祝日の前日 

  通常開館（有人） 1階 9:00 ～20:00     2・3階 9:30 ～20:00  

  特別開館（無人） なし 

 土・日・祝日    完全休館（特別開館なし） 

 

・【学内者向け】11月1日から特別開館の部分的再開のお知らせ 

   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/service211101.html 

・【図書館利用ガイダンス】 受講についてはガイダンスのページを参照 

  http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html  

  1)Moodleページにアクセスする   https://lms.imc.tut.ac.jp 

   2）コースカテゴリ 「事務局」>「2021図書館利用ガイダンス」コース 

   3）動画を全て見終わったら，小テストを受ける  

   80％以上正解で合格。利用可能開始日はメールでお知らせします。 

 

  秋になり授業が始まって，図書館にも利用者が増えてきました。新型コロ

ナウイルスの感染状況も社会的に落ち着いているため，半減していた3階

の閲覧席数を元の４０席に戻しています。 

 また今月より特別開館も再開します。館内では必ずマスク着用，利用前

後の手洗い・手指消毒など，引き続き各自感染対策をしていただいた上

でご利用願います。必要最小限の滞在（３時間以内を目安）にご協力をお

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。 

 特別開館の部分的再開について 

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/service211101.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html
https://lms.imc.tut.ac.jp
http://www.lib.tut.ac.jp/
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トピックス Topics 

  電子ジャーナルの利用トライアルを実施します。契約中，トライアルに関わらず，電子資料利用上の  

注意を遵守し，ご利用ください。 

 

★ACS (American Chemical Society) トライアル 

  11月1日から１ヶ月間、ACS電子ジャーナル Web Edition All Pubs の利用トライアルを実施します。

ACS発行電子ジャーナル64タイトルの1996年以降のフルテキストが利用できます。 

 なお，このACS電子ジャーナルについては，2022年1月～利用契約予定です。契約内容はトライアル時 

と同じです。 

 

   【トライアル期間】  2021年11月1日～2021年11月30日 

   【ACS URL】 https://pubs.acs.org/ 

    【同時アクセス数】   無制限  

    【学外からの利用】  VPN可,  学認利用については手続き中 

    【利用上の注意】    利用規約   https://www.acs.org/content/acs/en/terms.html 

  

★ IEL トライアル 

 11月8日から2週間，IEL の利用トライアルを実施予定です。IEEEやIET発行のジャーナルなどが利用で

きます。利用可能範囲は1988年から最新号です。 

 IELについては，2022年4月からの契約を予定しています。 

 

   【収録内容】 IEEE 定期刊行物 195 タイトル           IEEE 会議録 年間 1,800 タイトル以上  

            IEEE 規格(Draft 版を除く) 4,600 以上  IET 会議録 年間平均 20-30 タイトル 

            IET E&T Magazine 1 タイトル             VDE 会議録 年間 20 タイトル以上 

            Bell Labs Technical Journal 1 タイトル                                   （2021年4月時点） 

   【トライアル期間】 2021年11月8日～2021年11月21日(予定）  

   【URL】 https://ieeexplore.ieee.org/ 

 本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。 

 電子ジャーナルトライアル実施 

                 電子ジャーナル利用上の注意 【禁止事項】 

 ×手動またはプログラムを利用して，短時間のうちに大量にダウンロードすること。 

 ×個人の調査・研究以外の目的で利用すること。 

 ×ダウンロードした記事を第三者へ複製・再配布すること。 

 ×その他著作権を侵害する行為を行うこと。 

 このような行為（特に機械的及び網羅的ダウンロード）が認められた場合には，大学全体が利用停止になり

ます。十分注意してご利用ください。 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。 

https://pubs.acs.org/
https://www.acs.org/content/acs/en/terms.html
https://ieeexplore.ieee.org/
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  【同時アクセス数】 無制限  

    【学外からの利用】 VPN可,  学認利用については手続き中   

    【利用上の注意】 

      Terms of Use  利用規約 

           https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/overview-of-ieee-xplore/terms-of-use 

      Guidelines for Institutional Subscription Use  

         https://www.ieee.org/publications/subscriptions/subterms/get-access.html  

 

★ dマガジン for Biz トライアル 

 dマガジン for Biz のトライアルは11月30日までです。幅広い分野の雑誌 

最新号500誌以上とバックナンバー，合わせて2,000冊以上の雑誌を読むことが 

可能です。 

 トライアルを利用された方は，ぜひアンケートにご協力ください。 

 導入検討の参考にさせていただきます。 

 

 【トライアル期間】  2021年10月1日 ～ 2021年11月30日 

 【利用可能エリア】 学内無線LAN SSID: tutwifi に接続できるエリア 

    （tutwifiに接続できれば学内のどこでも） 

 【トライアル時の同時アクセス数】 5台  

   利用終了時は画面右上のメニューから アカウント＞ログアウト  

   してください。利用可能エリアを離れると，自動的にアクセスは10分ほどで切断されます。 

  【利用方法】   ご自身のスマートフォン・タブレットでご利用ください。 

   1）tutwifiに接続 

   2）アプリストアで「dマガジン」で検索し，アプリをダウンロード 

     リーフレット（QRコード掲載）を参照  →http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_leaflet.pdf 

   3）アプリを起動し，「dマガジン for Bizを利用」を選択  

  「図書館にこんな本を置いて欲しい」といった希望はありませんか。 ７月に実施した利用

者アンケートでも購入の希望を記入して頂きましたが，引き続きご要望をお聞きするため

に，図書館１階マルチプラザで選書企画を実施しています。  

 カウンター前の柱のところに置いてあるホワイトボードに， 図書館で購入して欲しい本を，

付箋に記入して貼ってください。 「タイトル」「ジャンル」「こんな感じの本」など，どんな書き

方でも OKです。 「図書館にあったらいいなという本」について皆さんの声を聞かせてくださ

い。可能な限りお応えしたいと思っています。  

 選書企画「図書館に置いて欲しい本 書いて！貼って！」 

       【禁止事項】 dマガジン for Bizでは 次のことは利用規約違反ですのでしないでください。 

    ×画面撮影やスクリーンショットをとる   

     ×SNSに投稿して第三者に拡散，共有する 

   ×印刷したり，メールに添付して第三者に渡す  詳細は dマガジンfor Bizの利用規約 をご覧ください。 

https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/overview-of-ieee-xplore/terms-of-use
https://www.ieee.org/publications/subscriptions/subterms/get-access.html
https://forms.gle/sfzCnaWKqYPbsBH5A
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_leaflet.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 

★ SciFindern 関連 

・SciFinder の提供は2022年3月31日をもって終了します。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。 

            http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinderN_reg.html 

 【オンライン講習会情報】  

  申し込み先 → https://www.jaici.or.jp/seminar/#scheduletitle 

    2021年11月10日(水) 10:30～12:00  SciFinder-n 入門 

 【講習会アーカイブ】（自習用教材）基本操作・トピック別 

            https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/elearning/ 

 

★ ScienceDirect/Scopus 関連  

・IE11のサポートは2021年10月1日までで終了しました。 

Google Chrome，Mozilla Firefox，Microsoft edgeでご利用ください。 

 

 【オンライン講習会】 

 ScienceDirectを最大限活用する4つの機能   

    2021年11月12日 (金) 13:30 ～ 14:10 （Q&Aを含む） 

 Scopusのご紹介 概略と基本操作について  

      2021年11月12日 (金) 15:00 ～ 16:00 （Q&Aを含む) 

 Mendeleyのご紹介 文献情報の収集，整理，活用について  

    2021年11月11日 (木) 15:00 ～ 16:00 （Q&Aを含む） 

   ※Mendeleyは無料版が利用可能です。 

 ウェビナーポスター（申し込みQRコード付き）はこちら 

 → https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/1213391/202111-Webinar-Poster.pdf 

 

 
各種データベースの紙版の検索ガイドやクイックレファレンスガイドは,  

図書館正面玄関脇のパンフレット棚にあります。 

初めて使う方，また講習会時に手元にあると便利です。ご自由にお持ちください。 

研究室等で複数部数必要な場合は，送付します。情報サービス係へお知らせください。 

図書館HPのデータベースの主なサイト一覧  http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html から

もダウンロードできます。 

 各出版社等のデータベース情報・講習会情報   

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/oshirase/tut-only/scifinderN_reg.html
https://www.jaici.or.jp/seminar/#scheduletitle
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/elearning/
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/1213391/202111-Webinar-Poster.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0020/1213391/202111-Webinar-Poster.pdf

