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お知らせ News 

COVID-19感染拡大防止のため，引き続き検温・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。開館日程等が変更になる場合がありますので，最新の情報は図書館Webサイトをご確認ください。 

★ACS（American Chemical Society) 電子ジャーナル  

    Web Edition All Pubs 2022年1月～新規契約  

 【URL】 https://pubs.acs.org/  

 【利用可能範囲】   

  Web Edition All Pubs (1996以降 

   1996以降発刊のジャーナルは発刊年以降)  

  タイトルリスト http://www.lib.tut.ac.jp/search/ACS_JournalList.pdf  

 【同時アクセス数】無制限   

 【学外からの利用】VPN・学認接続利用可  

  学認接続マニュアル  

  http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninACS.pdf  

 【Terms of Use】 https://www.acs.org/content/acs/en/terms.html  

★図書館配架外国雑誌（冊子） 2022年1月号～ 購読中止  

 ・ Lotus International（研究費予算）  

  ・ Town Planning Review （研究費予算）付属EJ版も利用不可  

 2022年が始まりました。館内では現在，昨年好評でした「本の福袋」企画

を実施しています。そのほか昨年実施した「図書館に置いて欲しい本書い

て！貼って！」で購入希望のあった図書や， 利用者アンケートに対応して

選書した図書などの新着図書も入っ てきています。 

どうぞご利用ください。  

 また，1月から契約開始したACS電子ジャーナル 

をはじめ，電子ブックなど電子資料も拡充中です。 

 本年もよろしくお願いします。  

 2022年購読変更（電子ジャーナル・雑誌）   

 ■ 電子資料（電子ジャーナル・電子ブック等）利用上の注意事項    

 以下の行為は禁止されています。  

 ×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・学修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。    

 授業などで利用する場合はURLを共有し，本文は各自がダウロードして 

ご利用ください。ダウンロードとは，ファイル保存だけでなく，本文ファイルを 

開くことがダウンロードになります。   

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/
https://pubs.acs.org/
http://www.lib.tut.ac.jp/search/ACS_JournalList.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninACS.pdf
https://www.acs.org/content/acs/en/terms.html
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トピックス Topics 

  図書館システムバージョンアップのため，所蔵検索(OPAC)等，図書館サービスの一部を次の日程で停止しま

す。 システム停止中，貸出返却についてはカウンターで対応します。ご迷惑をおかけしますが，ご了承ください。 

 【停止日時】      2022年1月20日(木)9:00-17:00 予定 （状況により延長する場合があります） 

 【停止するサービス】  ・ 所蔵検索，延長や予約（OPAC)  

               ・ マイライブラリの利用 (Webからの複写依頼，現物貸借依頼， 利用状況確認など)  

               ・ 図書カウンターでの予約処理等  

               ・ 図書館２階設置 自動貸出返却装置の利用  

               ・ 他機関への複写依頼，現物貸借，図書の受入手続き 至急の処理ができません  

※ 本学契約電子ジャーナル・電子ブック・データベースの利用，図書館ホームページの閲覧，本学リポジトリサイト   

    の閲覧，豊橋市図書館所蔵図書の貸借利用申込,  図書館内に設置された教育用端末やプリンタ利用は 

    今回のシステム停止に関係なく利用可能   

 本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。 

 ★ Elsevier 電子ブック 6タイトル  

  ScienceDirectのサイトで利用できます。 

 【タイトル】                                   

 ・Sustainable Materials for Next Generation Energy Devices  (ISBN:9780128206287) 

 ・Nanostructured Anodic Metal Oxides  (ISBN: 9780128167069) 

 ・Delivery of Drugs (ISBN:9780128177761) 

 ・Metal Oxide Powder Technologies (ISBN:9780128175057) 

 図書館システム（OPAC・マイライブラリ・自動貸出機等）一時停止(1/20) 

 3階集密書架利用休止（1/24）  

これまでアクセスの多かったタイトルや分野を中心に，次の電子ブックを購入しました。ご利用ください。 

 ★Springer eBook Computer Science 2020年パッケージ 

  2020年発刊の電子ブック1,181タイトルです。Lecture Notes in  

    Computer Scienceを含みます。  SpringerLinkのWebサイトで利用できます。 

 【タイトルリスト】  http://www.lib.tut.ac.jp/search/Linkebook_CS2020.pdf   

  eBook Package English Computer Science 2020年   

  （Open Access タイト ル含む一覧） 

 電子ブック追加購入  

 電動書架修理のため，雑誌のバックナンバーを配架している3階の集密書架の利用を1月24日(月)休止します。 

 そのほか、次の工事を予定しています。工事日については、決まり次第ホームページ等でお知らせします。  

  ・入館ゲートの設置（更新）   ・大判プリンターの設置（１台更新） 

  ・南側デッキ木部の塗装    ・北側テント下のテーブル等の塗装 など。  

 

が目印 

 

が目印 

https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128206287
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128167069
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128177761
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128175057
http://www.lib.tut.ac.jp/search/Linkebook_CS2020.pdf
https://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2020&facet-start-year=2020&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2020&facet-start-year=2020&facet-content-type=%22Book%22
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★CAS Scifinder-n（化学情報協会） 

   SciFinder-nはCASが提供する科学文献情報検索データベースです。日本におけるSciFinder(従来版)の提供

は, 2022年3月末日で終了します。SciFinder-nへ移行していない方は，早めに移行してください。 

 【移行案内】      https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/sf/sfweb_sunset 

 【オンライン講習会】 https://www.jaici.or.jp/seminar/#scheduletitle 

    ・1月25日(火) 10:30-12:00  特別編 CAS SciFinder からCAS SciFinder-nへ 

    ・2月 8日(火)  10:30-12:00  CAS SciFinder-n 入門編 

 また，COVID-19対応の期間限定IPアクセス制限撤廃は2022年1月31日までです。以降は学内ネットワーク 

限定（VPN接続可）になります。 

★Wiley  

 【論文投稿オンラインセミナー】 

    ・1月25日(火)18:00-19:15    効果的なアブストラクトとカバーレター執筆のポイント 

    無料 事前登録が必要。 

    参加希望の方は、各自登録してご参加ください。  

各出版社データベース情報・講習会情報  

 企画展示 「科学道100冊」   

 「科学道100冊」は，理化学研究所と編集工学研究所によるプロジェクトで，2021年は「未来エンジニアリング」 

「脳とココロ」「つながる地球」のテーマ本と「科学道クラシックス」で構成されています。 

 100冊のうち，本学で所蔵している図書を，2階階段横の企画展示 

コーナーで展示中です。貸出も可能です。 

 

【ブクログサイト】  カテゴリ「科学道100冊の本」 

 本学の所蔵図書一覧。2019･2020年の時のテーマ本も含みます。 

  https://booklog.jp/users/tutlibrary?

category_id=3015543&display=front 

 

【科学道100冊プロジェクトサイト】2021年のラインナップ 

  https://kagakudo100.jp/lineup   

    

  ・Magnonics (ISBN:978128133668) 

  ・Nanostructured Polymer Composites for Biomedical Applications  (ISBN:9780128167717)  

  

 ※電子ブックについて  ご意見・ご感想，購入希望図書タイトルなどをお寄せください。  

 購入検討の参考にさせていただきます。 アンケートURL https://forms.gle/bmqGswqsUTcmh68P6  

https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/sf/sfweb_sunset
https://www.jaici.or.jp/seminar/#scheduletitle
https://register.gotowebinar.com/register/7925030642841521678?elq_mid=57471&elq_cid=26020116&%20utm_campaign=36831&utm_source=eloquaEmail&utm_medium=email&%20utm_content=EM1b_Webinar%20registration%20invitation%20_RM-%20FMAPAC_BBR__JPN%20Webinar%20Workshop%20
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3015543&display=front
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3015543&display=front
https://kagakudo100.jp/lineup
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128133668
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128167717
https://forms.gle/bmqGswqsUTcmh68P6


※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 

知って得するガイド  User Guide 

 館内のどこでどんな機器が利用できるか、パンフレットを作成しました。  

 【パンフレット】  館内の機器を利用してみよう！ （A4 両面2p)  

     http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/usageguide2.pdf  

 

 館内にも紙版を置いていますので，ご自由にお持ちください。 

 また, ミーティングルームやグループ研究室にはディスプレイ用モニターと 

PCの接続方法を記載したマニュアルを設置しています。  

  DVDやブルーレイの視聴も可能ですが, コードをPCに差し替えれば複数人で  

ミーティングする際などにモニターが利用できます。 ご活用ください。  

 館内機器利用パンフレットのご案内   

貸出企画「本の福袋」  

 1月5日より2階東南側，視聴覚資料の書架近く，丸テーブルの所で貸出企画「本の福袋」を実施中です。 

どんな図書が入っているかはシークレットです。入っている図書に関連するテーマが袋に貼ってありますので， 

そちらを参考にして選んでください。36袋用意しています 。洋書も5セットあります。 

ひとつの袋に2～3冊入っています。 

 【期間】  2022年1月31日まで（予定）  無くなり次第終了 

 【貸出方法】  借りたい福袋を持ってカウンターへお越しください。 

       学生証・職員証等で貸出手続きします。 

 【貸出期間・貸出冊数】 通常どおり 

       貸出冊数（学生7冊※ 教職員10冊）内で借りることができます。 

  ※学部4年生は現在実務訓練期間対応のため，貸出冊数10冊以内・返却期限3/8までに変更中  

 【返却方法】通常どおり 

       返却時は，中に入っていた図書を玄関前ブックポストへ投函するか， 

       カウンターあるいは自動貸出返却装置で返却手続きをしてください。 

       読み終えた図書から１冊ずつ返却していただいても結構です。 

         本の入っている袋（技科大エコバック）は各自ご活用いただき，図書のみご返却ください。  

 

 【テーマ】お知らせ詳細をご参照ください。  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2022.html 

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/guidance/usageguide2.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2022.html

