
図書館からのお知らせ 豊橋技術科学大学附属図書館  

発行日 2022.3.24 

  目次： 

新着電子ブック特集  

 ・ Maruzen eBook Library 1 

 ・ EBSCO eBooks 2 

 ・ Elsevier ScienceDirect eBookｓ  2 

 ・ Springer eBook Collection 3 

 ・ 電子ブックを使ってみよう 2022版 4  

  ※ 電子資料 利用上の注意事項 4 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20220324.pdf 

新着電子ブック特集  

 ・ Maruzen eBook Library では，試験対策問題集，就職関連，英語学習，専門分野テキスト 

 などの電子ブックが利用可能。 2022年2月に和書104・洋書2タイトル,  2022年3月に就活 

 関連・語学学修用など和書11タイトルを追加購入。  

 ・ 現在利用可能 1,242タイトル（和書1,014，洋書228）  

  【サイトURL】 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList  

     本文まで読めるのは購読契約タイトルのみです。 （タイトルの横に緑マークあり）  

   【同時アクセス】 1冊につき1  

   【簡単利用ガイド】学外からの利用方法付き  

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

  【新着タイトルリスト】（各タイトルURLリンク付き）  

      http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20220323.pdf  

    

 今年度，教育・研究等環境整備事業などの予算により，館内設備・機器等

の更新や補修，電子ブックの購入などを行いました。  

 今号では購入した電子ブックを特集してご紹介します。  

 在宅でも学修できるように，日本語英語両方の理工系の図書や，TOEIC

などの語学学修用図書，留学生向けの日本語学修用図書，また利用者 

アンケート時にリクエストをいただいた英語の小説類などを購入しています。  

 2021年7月に実施したアンケートに寄せられた，こんな内容の電子ブックを

購入して欲しいというご要望にも，できる範囲で 対応しました。こちらの対応

表もご参照ください。  

 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_Q13A_2.pdf  

 電子ブックは，VPNや学認などを通じてアクセスすると，自宅など学外から

でも利用できます。春休み中帰省される方もご活用ください。  

 Maruzen eBook Library  

<主な新着タイトル>   

 TOEIC TOEFL 関連                                                 プレゼン・面接 

  ・イラストで覚えるTOEIC L&R test英単語1000                 ・好かれる人の話し方、信頼される言葉づかい                                     

   ・TOEFL iBT攻略!全セクション徹底問題+模試2回             ・よくわかる自信がつくプレゼンテーション     

 試験問題集                                                          理工系                                                             

  ・基本情報技術者の午後対策 Python編 第2版           ・初歩から学ぶ固体物理学          

  ・かんたん合格ITパスポート過去問題集 令和3年度秋期   ・実用オペアンプ回路 

 語学学修                                ・吸着の科学 第3版        

  ・まるごと 日本のことばと文化 シリーズ                   ・ラマン分光法 （分光法シリーズ 1）                 

  ・初級日本語げんき テキスト1､2 第3版               

 就活関連                                                             

  ・会社四季報業界地図 2022年版                           そのほか､森北出版や実教出版発行のテキスト多数   

  ・就職四季報総合版  2023年版  

サイトURL 

 電子資料は学内者向けサービスです 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/mail_oshirase.html
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/search/MeL20220323.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/survey21_Q13A_2.pdf
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_MeL_guide.pdf
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 EBSCO eBooks  

・ EBSCOhostのプラットフォームで利用する電子ブック。2022年2月に洋書86タイトル購入。 

 CRC Press，Oxford University Press, MIT Press, Penguin Random House, SpringerNature，Wiley など 

  様々な出版社の電子ブックが利用可能。  

・ 現在購入分313タイトル（和書98，洋書215）のほか，無料で利用可能な洋書電子ブックも多数。  

・ Taylor&Francis社やミシガン大学出版局などの eBook Open Access (OA) Collection も利用可能。  

 

 【サイトURL】 https://search.ebscohost.com/  

 【同時アクセス】 1冊につき1  

 【簡単利用ガイド】学外からの利用方法付き  

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

     eBook_EBSCO_guide.pdf  

  【新着タイトル】（各タイトルURLリンク付き）  

        http://www.lib.tut.ac.jp/search/EBSCO20220201.pdf  

 Elsevier ScienceDirect eBooks  

・ Elsevier社の電子ブック。 2022年3月Chemical Engineering パッケージ 2019・2020・2021年発行洋書 

 221タイトル(2022.3時点)購入。 

・ 現在，洋書146タイトルが利用可能。  

 【サイトURL】 https://www.sciencedirect.com/  

     電子ジャーナルと同じScienceDirect のサイトで利用可能  

 【同時アクセス】無制限  

 【ユーザーガイド】ScienceDirectクイックレファレンスガイド  

    https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/859988/2019March_ScienceDirect_QRG.pdf  

 【学外からの利用】 学認マニュアル  

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

<主な新着タイトル>   

  ビジネス書                    理工系  

   ・The New Map                  ・The Periodic Table  

   ・Healthy Buildings               ・Beyond Global Warming   

   ・Long Life Learning              ・Fluid Mechanics  

  小説など                     IELTS  

   ・The Midnight Library             ・IELTS Topic Vocabulary: Essential Vocabulary for the  

   ・Klara and the Sun                 Speaking and Writing Exams  

   ・Anne of Green Gables             ・Developing Writing Skills for IELTS  

   ・Collections of George Orwell Essays  論文作成・プレゼンテーション  

   ・The Diary of Anne Frank           ・100 Tips to Avoid Mistakes in Academic Writing and  

   ・Man's Search For Meaning           Presenting                         など   

サイトURL 

サイトURL 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fwww.lib.tut.ac.jp%2Fsearch%2FEBSCOeBooksOAlist.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://search.ebscohost.com/
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_EBSCO_guide.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_EBSCO_guide.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/search/EBSCO20220201.pdf
https://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0011/859988/2019March_ScienceDirect_QRG.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninSD.pdf
https://search.ebscohost.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_EBSCO_guide.pdf
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・ SpringerNature社の電子ブック。 2021年12月に Computer Science 2020年パッケージ 1,181タイトル購入。  

・ 現在，洋書約10,300タイトル以上が利用可能。  

 

 【サイトURL】   https://link.springer.com/  

       電子ジャーナルと同じSpringerLink のサイトで利用可能  

 【同時アクセス】無制限  

 【ユーザーガイド】 SpringerLinkクイックユーザカード  

     https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/13279848/data/v8  

 【学外からの利用】学認マニュアル  

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

【新着タイトル】（各タイトルURLリンク付き）  

      http://www.lib.tut.ac.jp/search/Linkebook_CS2020.pdf  

  

    

 Springer eBook Collection  

 【新着タイトル】（各タイトルURLリンク付き）  

    http://www.lib.tut.ac.jp/search/SDebook_CE2019_21.pdf  

    （2023年2月まで全タイトル利用可。1年後タイトルを選択して継続利用。)  

 【2022.年3月時点利用可能タイトル】  

    https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&accessType=subscribed 

 

そのほか2021年度，次の6タイトルも購入しています  

 ・Sustainable Materials for Next Generation Energy Devices  

 ・Nanostructured Anodic Metal Oxides  

 ・Delivery of Drugs  

 ・Metal Oxide Powder Technologies  

 ・Magnonics  

<主な新着タイトル>   

    ・Advances in Information Retrieval  

       ・HCI International 2020 - Posters  

       ・3D Imaging, Analysis and Applications  

       ・Internet Computing  

       ・Sustainable Digital Communities  

       ・Theory of Evolutionary Computation  

                       など  

 LＮＣＳ（Lecture Notes in Computer Science） 

   シリーズも含む  

<Springer eBook 利用可能パッケージ >   

・Biomedical and Life Sciences 2013年 

・Chemistry and Materials Science 2013年 

・Computer Science 2013年,2015年,2019年 

  2020年 New 

   LNCS創刊から1996年までと2013年,2015年  

  2019年,2020年 

・Education 2019年 

・Engineering 2013年,2014年,2015年,2019年 

・Intelligent Technologies and Robotics 2019年 

・Physics and Astronomy 2013年   

サイトURL 

本文を読むことができる目印 

本文を読むことができる目印 

https://link.springer.com/
https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/13279848/data/v8
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninLINK.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/search/Linkebook_CS2020.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/search/SDebook_CE2019_21.pdf
https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?contentType=BK&accessType=subscribed
https://www.sciencedirect.com/book/9780128206287/sustainable-materials-for-next-generation-energy-devices
https://www.sciencedirect.com/book/9780128167069/nanostructured-anodic-metal-oxides
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128177761
https://www.sciencedirect.com/book/9780128175057/metal-oxide-powder-technologies
https://www.sciencedirect.com/book/9780128133668/magnonics
https://link.springer.com/
https://link.springer.com/search?package=11642&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11644&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2015&facet-start-year=2015&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11645&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&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
https://link.springer.com/search?package=41171&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11647&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11647&facet-end-year=2014&facet-start-year=2014&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11647&facet-end-year=2015&facet-start-year=2015&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11647&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=42732&facet-end-year=2019&facet-start-year=2019&facet-content-type=%22Book%22
https://link.springer.com/search?package=11651&facet-end-year=2013&facet-start-year=2013&facet-content-type=%22Book%22


 文献情報ガイダンス用資料「電子ブックを使ってみよう」2022版を作成しました。  

 【スライド資料】 http://www.lib.tut.ac.jp/literature/ebook_guide2022.pdf  

  

 本学で利用できる電子ブック全体について次の内容で説明しています。 ご活用ください。  

  内容 

   1. 大学で電子ブックが読める？  

   2. どうやって読むの？  

   3. 自宅からでも読める？  

   4. 他にどんな電子ブックがある？  

   5. そのほか レポートなどでの利用  

※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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 電子ブックを使ってみよう 2022版  

    ※ 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。  

    出版者やタイトルごとにダウンロード可能なページ数が異なります。  

 ×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。  

 

 一人の違反でも，大学全体の利用が停止することがあります。利用上の注意を遵守してご利用ください。  

http://www.lib.tut.ac.jp/literature/ebook_guide2022.pdf
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/literature/ebook_guide2022.pdf

