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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。 

 学部4年生，修士2年生，博士3年生の方が，2月18日(金)以降に図書を

借りる場合の図書の返却期限は3月10日(木)までになります。 

 従来の貸出期間20日間ではなく，期間短縮となりますので，図書を借り

る場合には返却期限に十分ご注意ください。 

 閲覧は，現在の学生証で3月30日(水)まで可能です。 

 

 なお，学内進学される方は，入学後新しい学生証が交付されるまで，図

書の貸出ができなくなりますのでご了承ください。 

 

  【対象者】   学部4年生，修士2年生，博士3年生 

  【貸出期間短縮開始日】  2022年2月18日(金) ～ 

  【返却期限】                 2022年3月10日(木） 

  【貸出冊数】                 7冊以内  

 節分も過ぎ，暦の上では春になりました。今年度も終盤戦，試験勉強や 

論文作成に忙しく過ごされているかと思いますが，春休みも間もなくです。 

 今号では，休み中の読書にもお薦めの，さまざまな図書を

紹介しています。隙間時間にぜひお越しください。 

  館内では，引き続き感染防止に努めていただき，ご利用

ください。  

 館内工事のお知らせ（入館ゲート）2/21-22 

  および 工事に伴い2階・３階特別開館臨時休止 

 卒業・修了予定者の図書の返却について  

 図書館1階に設置している入館ゲートの入替工事を行います。 

  【日程】  2022年2月21日(月)～22日(火)  

 

 工事中，2階・3階へは退館ゲートの方から入室可能です。ゲートでの案

内をご参照ください。 

 また，工事に伴い，2月21日20:00～22日8:30までの，2階・３階の特別

開館を休止します。（１階はご利用いただけます。）22日も，休日の前日の

ため特別開館を実施しません。ご了承ください。 

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/
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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。 

  企画展示 『学生購入希望図書』 / 

  ミニ展示 『春のあたたかさを求めて ～小説であたたまろう～』  

  ★企画展示 

 2階企画展示コーナー(階段横)では2021年度に購入した『学生購入希望図書』を 

 "この本のここが素晴らしい!"という熱い希望理由と一緒に紹介しています。 

 図書の選書にみなさんの声をできる限り取り入れさせていただきたいと思っていますので， 

 次年度以降もどうぞお寄せください。 

   ※今年度の募集は終了していますので，これから入力いただく分は，次年度4月以降の購入になります。 

【図書リスト】 

 ブクログサイト カテゴリ：□学生購入希望図書2020-2021 

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3089709&display=front%22  

【学生図書購入希望 申込方法】 次のページに記載のWebフォームから。 

 1）図書館ホームページ＞依頼＞購入希望図書（学生）  

   http://www.lib.tut.ac.jp/irai/kibo.html  

   どんな図書が希望可能か，選書の目安を掲載しています  

 2）マイライブラリ＞「新規申し込み」項目の「購入希望（学生用）」 

   https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top    

 ★ミニ展示 

 『春のあたたかさを求めて ～小説であたたまろう～』を2階新着図書書架で行っています。  

今年は豊橋でも雪が舞うなど，とても寒い日が続いていますが，時間のある日には，暖かな部屋で小説を

読んで過ごすのはいかがでしょう。 おすすめの小説を配架しています。 

  ・ライオンのおやつ  小川糸著 

  ・そして、バトンは渡された  瀬尾まいこ著 

  ・蜜蜂と遠雷  恩田陸著 

  ・羊と鋼の森  宮下奈都著 

  ・小さいおうち  中島京子著 

  ・博士の愛した数式 小川洋子著 

  ・八月の銀の雪  伊予原新著 

  ・犬がいた季節  伊吹有喜著   ほか   

  展示されている図書以外，文学関連の図書は，図書館3階，請求記号900番台に配架しています。 

 日本の小説は、913.6の書架をご覧ください。  

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3089709&display=front%22
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/kibo.html
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/447865
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/434336
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/418769
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/409567
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/180221
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/141860
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/451728
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/453828
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  各出版社の講習会は各自お申し込みください。無料です。 

 

 ★CAS SciFindern（化学情報協会） 

  ・CAS SciFindern のCOVID-19対応の期間限定IPアクセス制限撤廃は2022年4月3日まで延長になりました。 

  ただし,利用アカウントは大学キャンパス内のネットワーク、あるいはVPN接続をして取得してください。 

 ・日本におけるCAS SciFinder(従来版)の提供は, 2022年3月31日で終了します。 

 CAS SciFinder との違いをはじめ，利用の切り替えにフォーカスしたオンラインセミナーが開催されます。  

 CAS SciFindernへ移行していない方は，これらを参考にして, 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  

        ・2022年2月22日(火) 10:30-12:00  CAS SciFindern 特別編  CAS SciFinderから CAS SciFindern へ  

 

 ★Web of Science（クラリベイト・アナリティクス) 

  ・Web of Science Core Collection サイトが新インターフェースに移行しました。 

   【検索画面】     https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search  

  【学外からの利用 学認接続マニュアル(学内者用)】  https://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninWOS.pdf 

  【オンライン講習会】  

   ・ 2022年3月15日(火) 14：00～予定 Web of Science新機能のご紹介 ‐ 研究者プロファイルなど 

     参加申し込みは，下記の年間スケジュールのページで後日公開されます。  

   ・年間スケジュール 

    https://clarivate.com/ja/products/scientific-and-academic-research/web-of-science-webinars-schedule/  

各出版社データベース情報・講習会情報  

貸出企画「本の福袋」終了しました 本のタイトル公開    

 1月5日より31日までの期間，貸出企画「本の福袋」を実施しました。36袋準備して，22袋の貸出がありました。 

ご参加いただきありがとうございました。 

 シークレットにしていた福袋の中の本のタイトルを公開します。 

 図書館時間外勤務の学生や職員で，館内に所蔵するさまざまな内容の図書を 

集めてきてセットしました。気になる図書があれば，またお借りください。 

 

  【本の福袋のたねあかし】 

    http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2022_2.pdf  

   福袋のテーマとタイトルを記載しています。 

   本のタイトルをクリックすると，OPACの画面になります。 

    所在・請求記号はOPACでご確認ください。 

    貸出中の場合はOPACから予約もできます。   

https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/sf/sfweb_sunset
https://www.jaici.or.jp/seminar/#scheduletitle
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninWOS.pdf
https://clarivate.com/ja/products/scientific-and-academic-research/web-of-science-webinars-schedule/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2022_2.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/fukubukuro2022_2.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 

新着図書紹介  

 最近購入した図書を紹介します。 2021年7月に実施した利用者アンケート時の購入希望のテーマなどに対応

して選書をしました。対応一覧はこちらを参照ください。 

 【利用者アンケート対応】 Q8への対応 図書 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_Q8_2.pdf 

   

 しばらく2階新着図書コーナーに配架後，該当の所在・請求記号の書架に移動します。貸出されている場合は，

OPACから予約が可能です。 

 

< 主な購入タイトル >   

 【日本を英語で紹介】 

  ・A visual guide to annual events in Japan  「和」の行事えほん英語版  

  ・世界に紹介したい日本の100人 : 日英対訳 

 【就活関連】 

  ・大学生のための実践的キャリア&就活講座 

  ・新しいキャリアデザイン ニューノーマル時代をサバイブする  

  ・就活のための「四季報」活用法 : 大事なことはすべて四季報に書いてある! 

 【ビジネス書】 

  ・グラレコの基本 : その場で「聞く・まとめる・描く」 

  ・ビジネス数学の第一人者が教える 史上最高にわかりやすい説明術 

  ・医者が教えるサウナの教科書 : ビジネスエリートはなぜ脳と体をサウナでととのえるのか? 

 【写真集】    

  ・豊橋絶滅動物園 : 知って楽しむのんほいパーク写真集 

 【そのほか】 

  ・ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー 2 

  ・AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか (言語学バーリ・トゥード) 

  ・いいかげんなロボット : ソフトロボットが創るしなやかな未来 (DOJIN選書) 

  ・科学で大切なことは本と映画で学んだ 

  ・あいまいな会話はなぜ成立するのか (岩波科学ライブラリー) 

  ・SCIENCE of STRENGTH TRAINING 筋トレの科学 

  ・すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険  

  ・目の見えない白鳥さんとアートを見にいく   

  ・ジェンダーと脳 : 性別を超える脳の多様性       など  放送大学教材や理工系図書も購入しています。 

タイトルをクリックするとOPACへリンクします 

  所在・請求記号や貸出中かどうかは，OPACでご確認ください 

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/survey21_Q8_2.pdf
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459430
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459386
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459017
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459011
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459392
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459316
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459404
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459321
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459419
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459031
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459139
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459395
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459012
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459146
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459394
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459172
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459246
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/volume/459388

