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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。 

 7月から購読変更があります。2階に配架している次の和雑誌の購読を

中止します。ご了承ください。 

 【雑誌 中止タイトル】 

  ・電気学会誌  ・日本機械学会誌 ・科学     ・機械技術  

  ・機械と工具  ・経済セミナー    ・ジュリスト  ・別冊ジュリスト 

  ・数学セミナー ・数学セミナー増刊 ・Web+DB Press  

  ・暮しの手帖  ・芸術新潮      ・Stereo   ・キネマ旬報 

  ・装苑      ・テニスマガジン   ・ベースボールマガジン 

 以下の雑誌は，冊子購読は中止しますが，電子資料dマガジン for Biz

で最新号などがご覧いただけます。 

  ・Time        ・Casa Brutus   ・CG Car Graphic  

  ・月刊自家用車  ・鉄道ファン ・山と渓谷 ・陸上競技マガジン 

       http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_202207.pdf 

 （参考） dマガジン for Biz  

 ファッション，ライフスタイル，週刊誌，ビジネス，エンタメ，趣味，グルメ，

スポーツなど幅広い分野の雑誌が利用できます。電子版の雑誌をご利用

ください。 

  ・利用方法  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_new.html 

   アプリをダウンロードして，SSID:tutwifi に接続できるエリア で利用 

      同時アクセス10 

 ・配信雑誌一覧 https://www.docomo.ne.jp/biz/service/dmagazine/#sct2 

 

 【新聞 新規】 

 ・科学新聞 1階情報ラウンジ配架 

  （他部署からの移管のため,  配架日不定） 

 この夏は猛暑予想。6月から既に暑かったですね。天候不順で体調を

崩されていませんか。 

 節電要請の際は，一時空調を停止することもありますが，図書館は本

のカビ防止対策や，コロナ対策の空気循環のため，基本，終日 

空調を稼働しています。涼しい図書館で過ごすのもおすすめで

す。新型コロナ対策にご留意の上，熱中症にもご注意ください。 

雑誌等の購読変更について  

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/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_202207.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_new.html
https://www.docomo.ne.jp/biz/service/dmagazine/#sct2


図書館からのお知らせ Page 2 

トピックス Topics 

 夏期長期休業中を通して図書を借りていることができるように，返却期限を延長する長期貸出を実施します。 

 一般図書に限りますが，次の期間中に貸出手続きをした場合はすべて返却期限が10月11日(火)です。  

 なお，この期間中に貸出した図書は, 貸出延長はできません。 

 【貸出手続期間】 

   学生 7月29日(金)9:30～9月20日(火)17:00 

   教職員 8月3日(水)9:30～9月 9日(金)17:00 

 【返却期限】 2022年10月11日(火) 

 【貸出冊数】 学生・教職員ともに12冊以内  

 本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。 

 電子ブックに関する最新利用マニュアルと，各出版社のオンライン講習会情報です。 

 Maruzen eBook Library やEBSCOの電子ブックで利用可能なタイトルは，OPACで検索できるほかSFXのページ

（http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az 「電子ブックを探す」タブ）でも一覧できます。 

 また，図書館1階のカウンター前の本棚上に，各タイトル接続先URLのQRコード付きのリストを置いています。ご参

照ください。  

 オンライン講習会参加希望の方は各社の申込サイトから各自お申し込みください。無料です。論文執筆の参考に

ご活用ください。     

 夏期休業期間中の長期貸出  

  古本市の実施  

   図書館で不用になった図書の頒布（古本市）を実施します。 施設予約サイトで予約を受け付けています。 

予約入力は，希望日の前日16時までです。  

 【予約】 予約は原則1人1日 1枠（30分単位 内10分入替時間） 

      1枠の定員5名。 

  施設予約サイト https://lib.tut.ac.jp/res/ の「イベント」から予約してください。  

  学内ネットワーク限定のサイトですので，学外から接続する場合はVPN接続でご利用ください。  

   ※原則予約者が入室可能ですが，当日定員に余裕がある場合は 入室可能です。  

 【頒布期間】  

    7月19日(火)～7月20日(水)対象 学生のみ  

    7月21日(木)～7月22日(金)対象 学生及び教職員(※)  

      各日 10:00～15:20  

   ※教職員とは教員，事務職員，非常勤職員です。研究員も含みます。  

 【頒布場所】 図書館3階 階段横  

 【価格】 1冊 100円(税込) 1人1回20冊まで購入可  

 【お知らせ詳細】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kosyo202207.html 

  各出版社のデータベース情報・講習会情報  

https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/
http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az
http://sfx10.usaco.co.jp/tut/az
https://lib.tut.ac.jp/res/
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/kosyo202207.html


Page 3 2022.7.8 

★EBSCO eBooks    【URL】 http://search.ebscohost.com/ 

   

   ・ EBSCO eBooks では，和書98タイトルおよび洋書215タイトルの購入タイトルや無料の洋書が利用できま  

  す。eBook Open Access (OA) Collection も利用可能です。ミシガン大学出版局・ Taylor & Francis 社・ 

  テンプル大学出版などの大学出版局， および学術系 OA 出版社各社の協力を得て作成されたコレクショ 

  ンです。  

 【マニュアル】  

    動画 検索方法  チュートリアル https://www.youtube.com/watch?v=zjai6KNcbe0 

      本学作成 簡単利用ガイド  http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_EBSCO_guide.pdf  

★Maruzen eBook Library     【URL】 https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList  

  MeLでは電子ブック和洋合わせて1,242タイトルが利用できます。 

 

 【マニュアルと利用上の注意点】 https://elib.maruzen.co.jp/app/eguide/mel_manual_pdf.pdf  

   ・ 6月29日に保存（ダウンロード）・印刷の方法が変更になり，最新の利用マニュアルが提供されました。 

    4ページ目をご参照ください。ダウンロードする際に，tut.jp, tut.ac.jp を含むメールアドレスの入力が 

    必要になりました。利用上の注意を守ってご利用ください。 

  【主な禁止事項】  

     ×一人1タイトルあたり「印刷/保存]画面上に表示されているページ数の上限を超えてダウンロードすること。  

     ×ダウンロードしたファイルを，ご本人の調査・研究目的以外で利用すること。  

     ×ダウンロードしたファイルを，研究室内・ゼミ内・グループ内で共有したり，第三者に譲渡・流通・再配布す 

           ること。  

     ×複数人数による共同で，1タイトルのページの上限を超えてダウンロードすること。    

   授業に役立つ書籍の情報は，各タイトルのURLを共有してください。  

★JCR インパクトファクター  eBook Library   【URL】 https://jcr.clarivate.com/  

 

 ・インパクトファクターの最新データが公表されました。インパクトファクターは雑誌の評価指標の一つ で

す。世界114か国から 254研究カテゴリー，21,000誌以上のデータが収録されています。 

InCites JCRデータベースで検索可能です。                          【ニュース詳細】  

  

【マニュアル】 クリック・リファレンスガイド 

 

【オンライン講習会】 

 ・ジャーナル・インパクトファクター活用術 

   2022年7月12日（火） 

   1) ジャーナル・インパクトファクターってなに? 

     2) ジャーナル・インパクトファクター基礎知識  

     3) ジャーナル・インパクトファクターおよび  JCI（Journal Citation Indicator）を使ったジャーナル 

       選びのコツ  

   4) 「Journal Citation Reports」 2022 概要  

 

  → 申し込み先  https://interest.clarivate.jp/202207_12_webinar_wos  

http://search.ebscohost.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zjai6KNcbe0
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/eBook_EBSCO_guide.pdf
https://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookList
https://elib.maruzen.co.jp/app/eguide/mel_manual_pdf.pdf
https://jcr.clarivate.com/
https://clarivate.com/ja/news/clarivate-names-worlds-leading-journals-with-the-2022-journal-citation-reports/
https://clarivate.com/ja/wp-content/uploads/sites/15/2021/01/5%E2%80%97QRC_JCR_ImpactFactor_JP_202204.pdf
https://interest.clarivate.jp/202207_12_webinar_wos
https://clarivate.com/ja/wp-content/uploads/sites/15/2021/01/5%E2%80%97QRC_JCR_ImpactFactor_JP_202204.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 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 

★ ScienceDirect / Scopus CiteScore  
  ・ 2022年6月のScopusのバージョンアップで，CiteScoreの2021年データがリリースされました。    

  CiteScore値はScopusの収録誌ページで確認できます。CiteScoreの詳細やインパクトファクターと 

    の相違はバージョンアップ情報をご参照ください。 

【2022年6月バージョンアップ情報】 
  https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/1279266/202206SCReleaseJUNECiteScore.pdf  

【オンライン講習会】  

   ・Scopusのご紹介    CiteScore情報更新と基本操作解説   

    2022年7月26日 (火) 16:30 ～ 17:30 （Q&Aを含む)  

   ・ScienceDirectのご紹介  基本操作解説とTopic機能活用法  

    2022年7月26日 (火) 15:00 ～ 16:00 （Q&Aを含む）  

   ・Mendeleyのご紹介   文献情報の収集，整理，活用， 

     共有について  

    2022年7月27日 (水) 15:00 ～ 16:20  

      ※Mendeleyは，本学では無料版が利用可能です。  

 

 → 申し込み先  ウェビナーポスター（申し込みQRコード付き）から  

    https://view.highspot.com/

★Wiley 論文投稿セミナー  
   【オンライン講習会】 

    ・投稿先の適切な選び方－ 論文著者が知っておくべきポイント 

     2022年7月25日 (月) 17:00 ～ 18:00  

        異なる種類のオープンアクセスについて 

        論文のインパクトを最大化するための投稿先選定のガイドライン 

        ハゲタカジャーナルの特徴 など 

    → 申し込み先  こちら  QRコードから  

★人文学・社会科学総合データカタログ JDCat  【URL】 https://jdcat.jsps.go.jp 

    （Japan Data Catalog for the Humanities and Social Sciences：JDCat） 

 

  ・ JDCatは，人文学分野と社会科学分野のデータを分野横断的に一括検索できるデータカタログです。 

  独立行政法人日本学術振興会が実施している事業の一環として，データカタログが構築されました。 

  参画機関が提供するデータのメタデータ（作成者や対象時期などの情報）を収録しています。ご活用くださ 

  い。 

  【パンフレット】 https://www.jsps.go.jp/j-di/data/jigyo/A3.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/
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0006/1279266/202206SCReleaseJUNECiteScore.pdf
https://view.highspot.com/viewer/62bd818255847eb9a1099846
https://register.gotowebinar.com/register/9136931054828280331?elq_mid=62815&elq_cid=32084122&utm_campaign=39224&utm_source=eloquaEmail&utm_medium=email&utm_content=EM1A_JPN%20Webinar%20Workhop%205_RM-FMAPAC_BBR__JPN%20Webinar%20WS%205_R79D86W
https://jdcat.jsps.go.jp
https://www.jsps.go.jp/j-di/data/jigyo/A3.pdf
https://view.highspot.com/viewer/62bd818255847eb9a1099846
https://register.gotowebinar.com/register/9136931054828280331?elq_mid=62815&elq_cid=32084122&utm_campaign=39224&utm_source=eloquaEmail&utm_medium=email&utm_content=EM1A_JPN%20Webinar%20Workhop%205_RM-FMAPAC_BBR__JPN%20Webinar%20WS%205_R79D86W

