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お知らせ News 

【利用時の注意事項】 

・玄関入った所にサーマルカメラを設置しています。 

 入館時に検温をしてください。 

・体調に違和感のある方は，来館をご遠慮ください。 

・利用前後には，手洗いや手指消毒をしてください。 

・来館時はマスクを着用してください。 

・館内では長時間の滞在は避け，滞在時間は必要最小限 

 （3時間以内)にご協力をお願いします。 

・利用者の方にお使いいただける，机等消毒用のウェッ 

 シート，ペーパータオルを設置しています。 

 ご利用ください。 

 新型コロナウイルス対応の本学活動基準レベルが1に下がりましたの

で，10月から次の事項について変更しています。 

 引き続き，基本的な感染対策に留意いただき図書館をご利用ください。 

 【変更事項】 

 ・10月3日から学外の方の入館･閲覧サービス等を再開 

 ・グループ研究室の最大利用人数 

   グループ研1： 6名→8名， グループ研2： 4名→6名 へ増 

 ・ロッカーの利用可能: 10台→20台へ増  

 【開館時間】 

  平日： 通常開館（有人） 9:00 ～20:00  

  土曜日： 〃         13:00～17:00 

  ※通常開館時間以外は，学内者向けに特別開館を実施しています。

そのほかのサービス詳細や最新情報は，次のページや図書館 

ホームページを参照してください。  

 【図書館の新型コロナウイルス感染症対応ページ】 

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

 後期が始まり，図書館も10月から通常開館に戻りました。 

 現在，図書館1階に設置されているカフェスペースの再開についての 

アンケートや，和雑誌利用調査を館内で実施しています。 

 また，国立女性教育会館からお借りした図書の展示貸出や企画展示を

行っています。授業の合間に，ぜひ

ご来館ください。 

   

10月からの図書館について 

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
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 複合機の更新があり，1階ワークステーションエリアの複合機の利用可能な機能が増えました。 

学生用端末からの出力先としてのプリンター機能の他に，USBからの印刷が可能です。 

 学生証や職員証で認証して利用します。 

 複合機が設置してあるワークステーションエリアへの入室は，学生の場合，図書館利用ガイダンスの受講が必

要です。図書館利用ガイダンスはMoodleで開講中ですので，利用したい方で未受講の場合は，受講をお願いし

ます。  

 (参考） 図書館利用ガイダンス http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/guidance2022_1.html 

 

※ なお，図書館エリア（入館ゲート内 1階私費用・2階校費用）に設置している複合機は， 

  館内所蔵資料の複写専用に設置しています。プリンター機能やUSBからの印刷機能は利用できません。 

 国内雑誌の利用調査を実施しています  

 複合機が更新されました  

  図書館の予算で購入している国内雑誌を対象に，利用調査を実施しています。ご協力をお願いします。 

   【調査期間】2022年9月27日～（しばらくの間継続します）   

    【調査方法】 図書館雑誌架の各雑誌の上に調査用紙が置いてあります。 

                    利用する毎に ☑ チェックをしてください。 

    【詳細】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/z_chosa2022.pdf 

 

 今年度，電子資料 dマガジン for Biz で利用可能なタイトルや，これまで利用が少なかった雑誌を 

購読中止しています。購読再開を希望するタイトルや，新規購読希望などのご意見などもお寄せください。 

 

 

(参考） dマガジン for Biz  

   【詳細】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_new.html 

     Casa Brutus, CG Car graphic, 陸上競技マガジン, 鉄道ファン, 山と渓谷, TIME,  

          週刊朝日, エコノミスト  ほか ７００誌以上の雑誌などがご覧いただけます   

    ■利用方法 ご自身のスマートフォン・タブレットでご利用ください。 

       1）tutwifiに接続する 

       2）アプリストアで「dマガジン」で検索し，アプリをダウンロードする。 

      http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_leaflet2.pdf 

      3）アプリを起動し，「dマガジン for Bizを利用」を選択 

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

     ■同時アクセス数 10台  

     ■利用時の注意   【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 

こちらの案内に 

 アプリQRコード掲載 

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/guidance2022_1.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/z_chosa2022.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_new.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_leaflet2.pdf
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/dmagazine_leaflet2.pdf
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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。 

  「ダイバーシティ」「大学生活」に関する図書展示  

 今からでも遅くない，いまさら聞けない，ちょっと気になる 

持続可能な開発目標（SDGｓ）に関する図書を集めてみました。 

２階階段横の企画展示コーナーで展示配架中です。貸出も可能 

です。自分の生活や，また研究の中でできる取り組みの参考に 

ご活用ください。  

 

   

 

 

 

 

  

 【ブクログサイト】 カテゴリ 「SDGｓ 図書」 

 https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3407000&display=front 

企画展示「SDGｓを考えよう！」 

  国立女性教育会館女性教育情報センターの個別パッケージ貸出サービスを利用し，女性教育会館所蔵資料

の展示および貸出を実施しています。 

 １０月から12月まで「ダイバーシティ」「大学生活」に関する図書

50冊が利用できます。 

  【配架場所】 2階（階段前書架） 

  【貸出対象者】 豊橋技術科学大学に所属する学生・教職員 

  【貸出冊数・期間】 一人 ３冊・１４日間 

     (通常の図書の貸出枠とは別に借りることができます。） 

  【貸出方法】 貸出返却は１階カウンターで行います。 

    自動貸出返却装置ではできません。 

    そのため貸出手続は，有人開館時間帯に限ります。 

    無人開館時間帯に貸出手続きはできませんのでご注意 

   ください。 

  【図書リスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2022.pdf 

    期間限定資料のためOPACでは検索できません。 

  【ブクログサイト】  カテゴリ 「ダイバーシティ・大学生活（女性教育会館貸出資料）」 

          https://booklog.jp/users/tutlibrary 

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3407000&display=front
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/PKG2022.pdf
https://booklog.jp/users/tutlibrary


※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 

  各出版社では電子ジャーナルやデータベースの利用方法の講習会を行っています。ライブ配信の講習会

のほかに，過去の配信の動画も提供されています。参加や視聴は無料です。ご活用ください。  

  利用ガイドは，各出版社のWebサイトに掲載されているほか，図書館玄関横のパンフレット棚にも配架して

います。ご自由にお持ちください。データベースの内容は，主なサイト一覧のページ  

 http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/site.html をご参照ください。 

★SciFindern（化学情報協会）   
   https://www.jaici.or.jp/workshop-events/cas-sf-webinar/ 
 

 ・ CAS SciFinderⁿ 入門 【大学向け】  

  【日時】 2022年10月２5日（火） 10:30-12:00   

 各出版社のデータベース情報・講習会情報 

★Web of Science 関連（クラリベイト・アナリティクス）  
  https://clarivate.com/ja/products/scientific-and-academic-research/web-of-science-webinars-schedule/ 

  

 ・ 論文だけでは終わらない！Web of Science上の特許調査   

  【日時】 2022年10月26日（水） 14:00-15:00  

 ・ EndNoteによる文献管理  

   【日時】 2022年11月15日（火） 14:00-15:00  

★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  

★JDreamⅢ（ジー・サーチ）  
 https://satr.jp/files/download/d05ec9604d365d47/jd3-academic-seminar_202210.pdf 

・ 論文やレポート作成の文献調査に役立つ「JDream3」活用方法ご紹介 

    【日時】 2022年10月25日(火)・10月27日(木） 各日 16:30-17:30  (同内容）  

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/ejournal/site.html
https://www.jaici.or.jp/workshop-events/cas-sf-webinar/
https://clarivate.com/ja/products/scientific-and-academic-research/web-of-science-webinars-schedule/
https://clarivate.com/ja/products/scientific-and-academic-research/web-of-science-webinars-schedule/
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://www.jaici.or.jp/workshop-events/cas-sf-webinar/
https://satr.jp/files/download/d05ec9604d365d47/jd3-academic-seminar_202210.pdf
https://satr.jp/files/download/d05ec9604d365d47/jd3-academic-seminar_202210.pdf
https://www.youtube.com/user/jpprelsevier/videos

