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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。 

★2021年12月24日 (金) 

  1階 9:00-17:00 短縮開館 

  2階・3階  朝8:30から利用不可 完全休館 

★2021年12月24日（金）17:00～2022年1月4日（火）9:00 

  完全休館  マルチプラザも利用できません。 

  館内ロッカー室は12月23日（木）から閉室します。 

  他機関からの文献複写物取り寄せ・現物貸借のご依頼も, 12月23日 

 受付分で年内は終了させていただきます。それ以降の分は１月の処理  

 になります。ご了承ください。 

★ 1月5日 (水) 9:00-17:00 短縮開館 

   1月6日 (木) 1階 9:00-20:00 2・3階 12:00-20:00 通常開館  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図書館ホームページお知らせ】 

   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu21.html  

【カレンダー】 

   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu21.pdf  

  秋も駆け足で過ぎてしまい，街中のクリスマスイルミネーションが美しい季

節となりました。 

 図書館では，現在の新型コロナウイルス感染状況を鑑み，12月9日から  

2階およびデッキの座席数を増やしています。1階は座席数，配置も含め 

そのままですが，会話の制限を緩和しています。自由にグループ 

学修できる状況までにはまだ至りませんが，各自マスク着用等、 

感染防止にご留意の上，ご活用ください。 

 お昼休みには, 1階グローバルレクチャーエリアでDVDの 

日替わり上映も行っています。時間がある方はお立ち寄りください。 

  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。 

 年末年始の開館予定  

  

  平日：月曜日から木曜日 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 

  土・日・祝日 休館（特別開館なし） 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
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  実務訓練期間中で図書の貸出や返却ができない方のために，貸出期間・冊数を変更して対応します。 

    【対象者】    学部4年生の実務訓練受講者 

    【貸出手続期間】 2021年12月6日(月)9:30～2022年2月14日(月)17:00 

                  ※ 貸出延長はできません。ご注意ください。 

    【返却期限】   2022年 3月8日(火) 

    【貸出冊数】    10冊以内            

 実務訓練期間中における図書の長期貸出 （学部４年生対象）  

 今年度の学生購入希望図書, 研究費等での購入依頼について   

★学生購入希望          http://www.lib.tut.ac.jp/irai/kibo.html  

 2021年度分の学生購入希望は，2021年12月24日(金)が締切日です。それ以降にお申し込みの分は，   

4月以降の購入分として検討させていただきます。ご了承ください。 

  

★購入依頼(教職員向け)  http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html  

 2021年度予算の研究費・事務経費での図書購入依頼の受付は，未発注分は2022年1月7日(金)，手元に

図書がある場合は2022年1月21日(金)が締切日です。お早めにご依頼ください。     

 電子資料トライアル状況  

★トライアル実施中  トライアル期間：2022/1/14まで 

  【World Scientific 電子ブック】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/worldscientific_trial.html  

   Free eBooks のアイコンが表示されるタイトルがトライアル期間中フルテキスト利用可能の対象です。  

  

 

 

 

★トライアル終了    ご参加ありがとうございました。 

  【IEL】    11/21で終了（契約は2022年4月から）  

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

  【ACS Web Edition All Pubs】  11/30で終了（契約は2022年1月から） 

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

  【LibrariE】参加者限定トライアル 11/30で終了（契約は検討中） 

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

  【dマガジン for Biz】  11/30 で終了（契約は検討中） 

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

 eBook サービスへのアンケートフォーム  

  https://forms.gle/bmqGswqsUTcmh68P6  
   購入タイトル検討の参考にさせていただきます。御意見・御感想，希望タイトルなどをご記入 

  ください。 World Scientific 以外の電子ブックも記入可能です。  

 dマガジン for Biz トライアルについてのアンケートフォーム  

  https://forms.gle/sfzCnaWKqYPbsBH5A   
  dマガジンを利用された方は，ぜひアンケートにご回答ください。 

  次年度の導入検討の参考にさせていただきます。 

1月からもトライアル時

と同じく All Pubｓ  

 (1996-Current) 

が利用可能です。 

VPN・学認利用可。 

http://www.lib.tut.ac.jp/irai/kibo.html
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html
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http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/LibrariE_trial.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_trial.html
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https://forms.gle/sfzCnaWKqYPbsBH5A
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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。 

 5系推薦の電子ブック2冊を購入しました。 Wiley Online Library サイトで利用できます。 

 同時アクセス無制限。学外からはVPN接続・学認接続でご利用ください。 

   ・Spatial and Spatio-temporal Bayesian Models with R - INLA   eISBN : 9781118950210 

      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118950203  

   ・Structural Equation Modeling with lavaan  eISBN : 9781119579007 

      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119579038   

 

【系・院推薦の電子ブック案内】 

 2階の新着図書コーナーにも電子ブック案内のプリント版を置いています。ご自由にお持ちください。  

推薦された電子ブック各タイトルのQRコードと利用案内付きです。  

 多くがMaruzen eBook Library の和書電子ブックです。 

  

   1系      http://www.lib.tut.ac.jp/search/2021_1_recommend_e.pdf   

   2系      http://www.lib.tut.ac.jp/search/2021_2_recommend_e.pdf  

   3系      http://www.lib.tut.ac.jp/search/2021_3_recommend_e.pdf  

   4系      http://www.lib.tut.ac.jp/search/2021_4_recommend_e.pdf  

   5系      http://www.lib.tut.ac.jp/search/2021_5_recommend_e.pdf  

   総合教育院 http://www.lib.tut.ac.jp/search/2021_6_recommend_e.pdf  

 

  今年で3回目になる選書企画「図書館に置いて欲しい本 書いて！貼って！」は11月30日で終了しました。

期間中３３枚の付箋紙に，バラエティに富んだリクエストをいただきました。ご参加いただきありがとうございまし

た。一部は既に2階階段前の新着図書コーナーに配架しました。既に貸出となっている図書も多いので，次に読

みたいという方は，ぜひOPAC https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ から予約してください。 

   ・数理物理入門 改訂改題 (基礎数学)  

   ・誘電体現象論 改訂版 (電気学会大学講座) 

   ・ブランディングデザインの教科書 

   ・多様性の科学 

   ・ビジネスエリートになるための教養としての投資 

   ・世界一やさしいからだ図鑑 

   ・月曜日の抹茶カフェ      など 

 

 【リクエストと購入予定の本一覧】   http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/sensyo2021.pdf  

Wiley eBook2冊追加 と 系・院推薦の電子ブック  

 新着図書 「図書館に置いて欲しい本 書いて！貼って！」購入図書  

本学卒業生 大武千明さん

著作の 

「ひつじの京都銭湯図鑑」

も購入予定です  

 

 

 

がダウンロード可の目印 
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※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 

★豊橋市まちなか図書館オープン 

 【URL】 https://www.library.toyohashi.aichi.jp/facility/machinaka/  

 

 11月27日に豊橋市まちなか図書館が，駅前大通りに面するemCAMPUSにオープンしました。 

  豊橋市まちなか図書館は，”世界を広げ，まちづくりに繋げる「知と交流の創造拠点」”をコンセプトにした新

しいタイプの図書館です。一度訪れてみてはいかがでしょうか。 

   ＜開館時間＞ 午前9時から午後9時まで 

   ＜休館日＞  毎月第4金曜日（祝日の場合はその前日） 年末年始・特別整理期間 

   ＜アクセス＞ https://www.library.toyohashi.aichi.jp/facility/machinaka/access/ 

    ※貸出券は身分証明書（住所・氏名・生年月日が確認できるもの）を提示して作成。 

      どなたでも作成できます。無料。  

 

★連携協力 

 【図書館ホームページ】 利用案内＞連携協力 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/renkei.html  

 また，本学図書館は豊橋市図書館と連携協力を実施しており，豊橋市図書館所蔵の図書を，貸出券を持っ

ていなくても，本学カウンターで借りることができます。（1人5冊まで 貸出期間約4週間） 

 約2週間に1回配本車が回ってきます。取寄せ料金は無料です。どうぞこの配本サービスもご利用ください。 

 

  2022年１月以降の配本日  1月5日・21日  2月8日  3月2日・16日  

 なるべく配本日の1週間前までにお申し込みください。 

 なお，まちなか図書館の所蔵本は，オープン間もないため，しばらくの間この配本サービスでは貸出申込み

できませんので，直接訪問してお借りください。 

 

【豊橋市図書館 資料検索ページ】 

 https://www1.library.toyohashi.aichi.jp/winj/opac/search-detail.do?lang=ja  

 豊橋市図書館関連  豊橋市まちなか図書館オープン,   

                  本学と豊橋市図書館との連携協力   

知って得するガイド  User Guide 
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