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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。 

開館日程や提供サービス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。 

 長期間休止していました土曜日午後の通常開館，および，  

金・土・日曜日の24時間開館を再開します。  

【通常開館時間】 4月1日から   

     月～金・・・ 1階：9:00～20:00 ，2・3階：9:30～20:00  

     土     ・・・ 1階～3階：13:00～17:00  

 ※通常開館時間以外は，学内者向け特別開館を実施します。  

  ただし，2・3階および1階の一部は平日8:30～9:30利用できません。  

 ※学外の方は，新型コロナウイルス感染症に対する本学活動基準 

   レベルが2のため，引き続き入館できません。  

【2022年度 年間カレンダー】  

 https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ja/library_calendar/annual/6/17  

 

【新入生・内部進学生の方へ】  

 入館ゲート通過・貸出・特別開館時の利用は，学生証が必要です。  

内部進学生の方は新しく配布される学生証を利用してください。学生証

をお持ちでない場合も通常開館時間の利用は可能です。入館ゲート通

過用の仮カードをお渡ししますので，カウンターへお申し出ください。  

 特別開館時の利用には，図書館利用ガイダンスの受講が必要です。  

 

【利用時について】  

 机上に「消毒済/使用しました」のカードを設置します。使用した方は 

「使用しました」の方へ裏返してください。ご協力をお願いします。  

 館内に，利用者の方にお使いいただける，机等消毒用のウェットシート

を設置しました。  

 新年度が始まりました。新入生の皆さん，入学おめでとうございます。 

 在学生および教職員の皆さん，引き続きよろしくお願いします。 

 長引くウイズコロナ生活ですが，少しずつコロナ前の開館

状況に戻せるように，工夫して取り組みたいと考えていま

す。 引き続き，感染防止対策にご協力いただき，図書館を

ご利用ください。  

 4月からの開館日程・利用サービスについて  

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/
https://www.tut.ac.jp/info/corona/katudo.html#kijyun
https://www.tut.ac.jp/info/corona/katudo.html#kijyun
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/ja/library_calendar/annual/6/17


図書館からのお知らせ Page 2 

トピックス Topics 

★IEL 4月～新規購読   

  【プラットフォームURL】 https://ieeexplore.ieee.org/  

 

 ・IEEE（米国電子電気工学会)やIET（英国電気工学会）の刊行物が利用可能なIELの利用を開始します。  

 【収録タイトル／コンテンツ数】   

   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  など（2021年4月時点) 

  

  【利用可能範囲】     1988年～最新号（一部タイトルは更に遡及。1800 年代後半が最古）  

 【同時アクセス】       無制限   

 【学外からの利用】   VPN・学認サービス利用可  

    学認マニュアル  http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninIEEE.pdf 

 本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。 

  電子資料・雑誌購読変更事項  

 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・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。  

 

  電子ジャーナルのダウンロードとは，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。  

 ・上に記載したような禁止行為（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，一個人の 

  違反であっても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。  

 ・授業などで資料利用する場合は，URL情報（DOI)を共有していただき，ダウンロードは各利用者が 

  行ってください。  

【館内施設（ミーティングルーム等）について】  

  月～金曜日分 ・・・ 利用時間 9:30～17:00  

    予約サイト で予約可能  

    利用前日16時以降はカウンターで受付  

    3時間までの利用  

  土曜日分 ・・・・利用時間13:00～17:00  

    カウンターで当日受付（予約サイトでは予約できません）  

    一部屋１グループの利用に限定  

１グループ利用可能人数 

 ミーティングルーム1･2 各1～4名 

 グループ研究室1    1～6名 

 グループ研究室2    1～4名 

  個室１～6       各1名  

https://ieeexplore.ieee.org/
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/gakuninIEEE.pdf
https://lib.tut.ac.jp/res/
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★dマガジン for Biz 4月～新規購読  

  ・国内誌・海外誌合わせ，幅広い分野の雑誌最新号700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なサービスです。  

  【利用方法】  各自のスマホなどモバイル端末にアプリをダウンロードして利用。  

   詳細はこちらの案内を参照ください。 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_leaflet.pdf  

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

  【同時アクセス】10台  利用終了時には，「ログアウト」をお願いします。  

        利用可能エリアを離れた場合は，10分経過後自動で接続が切断されます。  

  【学外からの利用】不可  

 ※dマガジン for Biz 購読に伴い，『週間朝日』 と 『エコノミスト』 の 

    冊子購読を中止しました。  

 

 ★JDreamⅢ   

  ・4月より同時アクセス数を5から2へ変更しました。  

  利用終了時には，必ず「ログアウト」をお願いします。  

  【URL】https://dbs.g-search.or.jp/jds/pj/IpAddressAuth  

  【マニュアル】https://jdream3.com/guide/manual/  

 ※JDreamⅢログイン時，職種・お名前の入力が必須です。また，メモ欄には所属系・総合教育院・センターなど

の名称をご記入ください。 ログイン時の画面例はこちら。  

  各出版社のデータベース情報・講習会情報  

★CAS SciFinder-n   

 【URL】 https://scifinder-n.cas.org/  

  ・4月3日で，新型コロナウイルス対応の，CASが実施していましたIPアドレス制限の撤廃期間は終了します。  

   4月4日以降は，学内ネットワークから (学外の場合は VPNで学内ネットワークにアクセスし) ご利用ください。  

  ・CAS SciFinder の提供は3月31日で終了しました。CAS SciFinder-nをご利用ください。  

   大学院進学などによりメールアドレスが変更になった場合は，新しくIDを作成するのではなく，登録情報の 

   変更でご対応ください。 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinderN_reg.html  

  【収録内容】         https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/content.html  

  【技術資料】検索ガイドなど https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html  

  【オンライン講習会】     https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar/  

     4月12日(火）10:30-12:00 CAS SciFinder-n 入門  

     4月26日(火）10:30-12:00 CAS SciFInder-n 入門（大学向け）  

 ★CiNii Research 

  【URL】 https://cir.nii.ac.jp/  

  ・ 2022年4月，CiNii Articlesは、CiNii Researchへ統合し，論文検索はCiNii Researchに一本化される予定 

   です。CiNii Researchでは文献だけでなく，外部連携機関，機関リポジトリ等の研究データ，KAKENの研究 

   プロジェクト情報などを含めて，シンプルなインターフェースから横断検索することができます。  

  【詳細】              https://support.nii.ac.jp/ja/cir/manual_outline  

  【収録データベース一覧】     https://support.nii.ac.jp/ja/cir/cir_db  

 dマガジン禁止事項  

・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  

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_leaflet.pdf
https://dbs.g-search.or.jp/jds/pj/IpAddressAuth
https://jdream3.com/guide/manual/
http://www.lib.tut.ac.jp/images/jdream3_login.jpg
https://scifinder-n.cas.org/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tut-only/scifinderN_reg.html
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/content.html
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/doc.html
https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/e-seminar/
https://cir.nii.ac.jp/
https://support.nii.ac.jp/ja/cir/manual_outline
https://support.nii.ac.jp/ja/cir/cir_db


   直木賞・芥川賞・本屋大賞のノミネート作品や受賞作品などを購入しました。 2階新着図書コーナーにしばらく 

 配架後，該当の所在に配架します。所在・請求記号はOPACでご確認ください。  

   ・リボルバー  

  ・夜が明ける  

  ・7.5グラムの奇跡  

  ・赤と青のエスキース  

  ・元彼の遺言状  

  ・同士少女よ、敵を討て  

  ・未来の科学者たちへ  

  ・科学的思考のススメ    

  ・愛と差別と友情とLGBTQ＋  

  ・ネット中傷駆け込み寺 

   ・仕事に使えるYouTube動画術 

   ・ひとり暮らしで知りたいことが全部 

     のっている本  

   ・まるごとぜんぶ豊橋の本    など 

※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 学術情報課 情報図書係 内線6564 

 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 

申し込み一覧 

 図書館で案内している各種申込みについて一覧にしたページを作成しました。ご活用ください。  

  【URL】 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/form.html  

新着図書紹介 

知って得するガイド User Guide 

【新着図書の検索方法】  

  資料の検索（OPAC) で  

  https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/  

   その1. カテゴリ検索＞新着図書   

    最近2週間に受け入れた図書が一覧されます。  

   その2. 詳細検索  

       新着項目 ○日以内 を入力して検索  

 

【新着図書情報をメールで受け取る方法】  

  マイライブラリにログイン  

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

  「新着資料の情報」で  

   新着条件（キーワード等）を設定する。  

   設定したキーワード等に当てはまる資料が入ると  

   各自のメールに新着情報が自動送信されます。  

 新入生向けのページを作成しました。  

 【URL】 http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/welcome.html  

   内容：  図書館利用ガイダンスを受講しよう！ 図書館を利用してみよう！  所蔵している図書を探すには？  

       電子資料を利用するには？  新生活に役立つ図書ご紹介    

 図書館利用ガイダンスは，新入生以外でも，これまで未受講の方も受講できます。   

新入生のための利用案内 

4月より課・係名が

変更になりました 

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
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/form.html
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/user/top
http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/welcome.html

