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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。 

 

 図書館のCOVID-19 対応ページ 

 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/covid19_info.html 

 9月30日(金)まで，夏期休業期間中のため短縮開館を実施していま

す。 通常開館：月～金 9:00～17:00  

  詳細は，7月20日付けお知らせ「8月10日(水)～9月30日(金) の図書

館の開館時間について」をご覧ください。  

  http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/rinji-heikan22.html  

 

   ※8月27日(土)は本学現地オープンキャンパスのため，  

      9:30～16:00まで有人開館します。  

   ※9月1日(木) 

      書架整理日のため2･3階のみ 8:30～12:00 完全休館。  

      1階マルチプラザはご利用いただけます。 

    カーペット清掃等のため，時間限定で一部利用不可の場所が 

    あります。  

   ※9日12日(月)9:00～9月14日(水)17:00   

      館内蔵書点検のため2･3階のみ完全休館。 1階マルチプラザは 

       ご利用いただけます。  

 振り返れば，去年は8月後半から9月末日まで，新型コロナウイルス対応

で完全休館をしていました。今年は，感染拡大している第7波の懸念があ

りますが，短縮開館および特別開館を実施しています。各自感染防止対

策をしての利用をお願いいたします。  

 現在，2・3階の図書は長期貸出を実施中です。また，小説類 

などが揃う1階のマルチプラザ文庫も貸出可能です。学生時代 

特権の長期休み中の読書に，どうぞあわせてご利用ください。  

8月・9月の開館時間について  

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/ejournal/covid19_info.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/rinji-heikan22.html
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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 7月29日(金)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。 

 夏期長期貸出について (再掲) 

  企画展示 「Useful Books」 / ミニ展示 「みどりの本」  

   2階企画展示コーナーでは，8月から「Useful Books」をテーマに展示を実施しています。デザインやプレゼン 

資料作り， 論文やレポートに役立つ資料を取り揃えました。今年は著作権についての資料も展示しています。  

 ブクログサイトでは，展示図書を含む，同テーマの電子ブックや図書のリストなどを掲載しています。  

 みなさんの役に立つ本が見つかりますように。  

 

 【ブクログサイト】  

■電子ブック レポート・論文ライティング  

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099337&display=front  

■電子ブック プレゼンテーション  

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3104948&display=front  

□図書 レポート・論文ライティング  

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2526194&display=front  

□図書 デザインいろいろ  

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3132671&display=front  

□図書 プレゼンテーション  

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2846006&display=front  

 

 また、隣の新着図書書架の一角では，「みどりの本」のミニ展示

を実施しています。そのものずばり ”表紙がみどり色！” の本で

す。 外の木々の緑も夏を感じますが，館内にも緑の一角ができ

ました。 どうして緑なのか，本文との関係があるのかないのか。  

 目にも優しい，視覚的にも涼やかなみどりの本，ぜひ手に取っ

てご覧ください。         

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3099337&display=front
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3104948&display=front
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2526194&display=front
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3132671&display=front
https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=2846006&display=front
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 ★Web of Science 関連（クラリベイト・アナリティクス）  
   YouTube 講習会アーカイブサイト（日本語）  

   https://www.youtube.com/channel/UCSt39nB7IBWfM1Dc2R3epXw/videos  

     ・Web of Science講習会  2022年4月  

     情報の洪水にもう翻弄されない！ ～本当に読まなければならない論文を30秒で発見する方法  

    ・英語論文 アブストラクト執筆がうまくなる 2022年4月  

     ・EndNote：文献情報を最大活用！  ～文献の自動リスト作成機能と業績リスト公開機能 など  

  Web of Science LibGuides content (English) 

   https://clarivate.libguides.com/home#tab2 

★ScienceDirect / Scopus / Mendeley （Elsevier)  
  YouTube 講習会アーカイブサイト（日本語）  

  https://www.youtube.com/user/jpprelsevier/videos  

 

   ・ScienceDirectのご紹介 -基本操作解説とTopic機能活用法-    2022年7月  

  ・Scopusのご紹介 -CiteScore情報更新と基本操作解説-    2022年7月  

  ・Mendeleyセットアップ編・実践編    2022年3月  

  ・Mendeleyの紹介 文献情報の収集、整理、活用、共有について   2022年7月  

   

Scopus Support Center : Tutolials  (English)  

   https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/  

ScienceDirect Support Center: Training  (English)  

    https://service.elsevier.com/app/answers/list/c/10545/supporthub/sciencedirect/  

★SciFindern（化学情報協会）  Webサイトリニューアルしました  

  e-Learning教材 （日本語動画 mp4 形式）   

   基本操作・トピック検索（文献検索・物質検索・反応検索など）  

    https://www.jaici.or.jp/cas-scifinder-discovery-platform/workshop-events 

 Training (English)  
   https://www.cas.org/support/training/scifinder-n  

  各出版社のデータベース情報・講習会情報  

★Wiley Online Library  
 Wiley Online Library 入門 （日本語動画）  
  https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-japanese/jpn-intro-to-wol-202006  
 Traning Hub (English)  

 https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-training-hub  

★SpringerLink / Nature / SpringerMaterials  
 チュートリアルとユーザーガイド (日本語・English）  
  https://www.springernature.com/jp/librarians/tools-services/learn/tutorials-training-sessions  

  各データベースの検索方法など，各出版者が実施している講習会の動画などが公開されています。オンライン

では参加できなかった方，ぜひご活用ください。  

9月13日～14日 

ライブ講習会も 

あります  

案内はこちら 

https://www.youtube.com/channel/UCSt39nB7IBWfM1Dc2R3epXw/videos
https://clarivate.libguides.com/home#tab2
https://www.youtube.com/user/jpprelsevier/videos
https://view.highspot.com/viewer/62f9a800535a8ee9149b0a10
https://view.highspot.com/viewer/62f9a847543284249ae0f76f
https://view.highspot.com/viewer/623bc62b9712ea2de0f29b4d
https://view.highspot.com/viewer/62f9a860543284249ae0f7cc
https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/
https://service.elsevier.com/app/answers/list/c/10545/supporthub/sciencedirect/
https://www.jaici.or.jp/cas-scifinder-discovery-platform/workshop-events
https://www.cas.org/support/training/scifinder-n
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-japanese/jpn-intro-to-wol-202006
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-training-hub
https://www.springernature.com/jp/librarians/tools-services/learn/tutorials-training-sessions
https://www.youtube.com/channel/UCSt39nB7IBWfM1Dc2R3epXw/videos
https://www.youtube.com/user/jpprelsevier/videos
https://www.jaici.or.jp/cas-scifinder-discovery-platform/workshop-events/
https://www.springernature.com/jp/librarians/tools-services/learn/tutorials-training-sessions
https://www.wiley.com/customer-success/wiley-online-library-japanese/jpn-intro-to-wol-202006
https://view.highspot.com/viewer/6302e7ade9ec1c0b76ecb006


※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 

 他大学・機関の図書館利用  

★ 訪問利用  
  

 長期休暇を利用して，研究に必要な資料を利用するために他大学・機関を訪問される場合があるかと思いま

す。 また，帰省中などに近隣の大学図書館を利用することもあるかもしれません。  

  他大学や他機関の図書館を訪問利用をする前には，必ずその図書館のWebサイトで，利用できる資料や

サービスを確認し，利用規程に従ってください。データベースなどの電子資料の利用は，契約により学外者不可

の場合が多いです。  

  （参考）   日本図書館協会 各図書館のWebサイトへのリンク  

            https://www.jla.or.jp/link/tabid/95/Default.aspx  

          国立国会図書館   

            https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/220801_01.html  

    

 また，入館や館内利用も新型コロナウイルス感染防止のため，利用を制限している場合があります。ご注意く

ださい。  

   例）入館は可だが，貸出手続きのみで座席の利用は不可，学外者入館不可，事前予約制 など。 

  図書館によっては，事前に本学図書館を通じた利用申請が必要な場合があります。利用申請が必要な場合

は，情報図書係まで メールでお知らせいただくか，カウンターでお問い合わせください。利用方法がわからない

場合も調査します。  

 なお，訪問日程には余裕を持ってご連絡いただきますようお願いします。  

 

★ ILLサービス 

 直接資料を所蔵している図書館に出向かなくでも，学内に所蔵していない資料の複写物を他大学・機関から

取寄せたり，現物を貸借することが可能です。ILL（Inter Library Loan)サービスと言います。申込方法・料金

など，下記ページをご参照ください。   

 

  【図書館ホームページ】 依頼＞文献複写・相互貸借  

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

  【ガイドシート】  No.7他大学から文献コピーを取り寄せる、図書を借りる  

       http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet7.pdf  

 

知って得するガイド User Guide 

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.jla.or.jp/link/tabid/95/Default.aspx
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2022/220801_01.html
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/irai_ill.html
http://www.lib.tut.ac.jp/literature/gsheet7.pdf

