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お知らせ News 

  年末年始の12月26日(月) 8:30～1月5日(木) 9:00 は完全休館しま

す。１階マルチプラザも利用できません。 

 年内の有人開館は，12月24日（土）13：00-17：00までです。 

 2023年は，1月5日(木) １階は9：00～，2・3階は12：00～開館します。 

 また，1月から平日17：00までの短縮開館になります。ご了承ください。 

 詳細は，下記のお知らせをご参照ください。 

 

 【年末年始の図書館開館時間について】 

 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/nenmatsu22.html 

 【附属図書館の開館時間短縮について】 

 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tansyuku22.html 

  ※学内の方へ 

   ・2022年は12月25日まで，2023年は1月5日より通常開館時間帯 

    以外の特別開館（無人開館）は従来どおり実施します。    

   ・特別開館時間帯は 1階は学生証・職員証で入館できます。 

    2.3階図書館エリアに入館するには「図書館利用ガイダンス」 

    http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html の受講が必要 

    です。未受講の方はこの機会に受講してください。 

  2022年も残り少なくなりました。クリスマスのアドベントカレンダーをマルチ

プラザに設置していましたがご覧頂けましたでしょうか。一日１冊ずつ紹介し

た図書は，しばらくの間2階に展示していますので，またご覧ください。新年 

企画として“おみくじ”を計画しています。こちらもお楽しみに。 

 今年は, 4月以降予算減や円安の影響などによる購入資料

の見直しなど，あまり良いお知らせができませんでした。来年

は少しでも良い年になることを願っています。 

年末年始および1月からの開館時間について 

2023年1月～3月は短縮開館に変更予定 

 図書の購入手続きの締め切り期限について，次の通り再度ご連絡い

たします。 

【期限】 ・未発注図書の購入依頼（マイライブリからの図書購入） 

       ：2023年1月13日（金） 

     ・現物図書あり（立替払い含む）： 2023年2月10日（金） 

 特に洋書の場合、取寄せに時間がかかるため，お早めの図書発注を

お願いいたします。期日までにご依頼（提出）が間に合わないものがある

場合は，必ず事前に情報図書係受入管理担当までご連絡ください。 

年度内の図書購入について（教職員向け） 

省エネのため，ミーティングルーム等の 

室内温度設定19℃推奨。節電にご協力を！  

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/oshirase/nenmatsu22.html
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/tansyuku22.html
http://www.lib.tut.ac.jp/guide/guidance.html
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 システム更新に伴う図書館サービスの一時休止について 

★ILL(文献複写・現物貸借)サービスの休止 

  

 国立情報学研究所（NII)の業務システム更新に伴い，次の期間，ILL(複写依頼・現物貸借)サービスを休止 

します。 

 【休止期間】 2023年1月16日（月）～1月30日（月）  1月15日(日)までにお申込みを完了させてください 

 【休止内容】 他大学等からの文献複写物の取寄せ・図書の借用を休止 

 【休止期間中の対応】 

   休止期間中もマイライブラリ（1月23日～25日を除く）やカウンターでのお申込みは可能ですが、お申込み 

 頂いた内容の確認や処理は1月31日(火)以降に順次行います。 

 

 このNIIの業務システム更新は，全国の大学図書館等に影響を及ぼすものですので，停止前・再開後も業務 

集中により文献到着までに日数を要することが予想されます。 

 他大学等において上記の本学休止期間より前にILLサービスの受付を停止した場合，休止期間前にお申込 

頂いたご依頼でも到着が大幅に遅れることもあります。ご利用される場合は余裕を持ってお申込みください。 

 

★本学図書館システム更新に伴う図書館サービスの休止 

 

 所蔵検索（OPAC)等，サービスの一部を次の日程で休止します。システム停止期間中，貸出返却については 

 カウンターで対応いたします。 

 【休止期間】 2023年1月23日(月)9:00～1月25日(水)17:00  

         終了時間は予定です。状況によって変更することがあります。 

 【利用できない主なサービス】 

   ・ 所蔵検索（OPAC) 

   ・ 図書の貸出延長や予約 

   ・ マイライブラリの利用  

   ・ 豊橋市図書館を除く他機関へのILL(複写依頼，現物貸借)サービス  

      （上に記載したNII業務システム更新により休止しています。） 

   ・ 図書の受入手続き  (現物あり（立替含む）の場合でも，即引き渡しができません。） 

   ・ 図書館２階設置 自動貸出返却装置の利用 

 

【停止中も利用できる主なサービス】 

   ・ 図書・視聴覚資料のカウンターでの貸出・返却 

   ・ 本学契約電子ジャーナル・電子ブック・データベースの利用 

   ・ 図書館ホームページの閲覧 

   ・ 本学リポジトリサイトの閲覧 

   ・ 豊橋市図書館所蔵図書の貸借利用申込 

   ・ 図書館内に設置された学生用パソコンやプリンタ利用 

   ・ 施設予約サイトでの予約申込 
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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。 

 2023年の電子資料・外国雑誌変更(2023年１月関係 再掲） 

   「科学道100冊」は，理化学研究所と編集工学研究所によるプロジェクトで，2022年は「情報の世紀」 

「光を追いかけて」「 科学史タイムトラベル」のテーマ本と「科学道クラシックス」で構

成されています。 

  100冊のうち，本学で所蔵している図書を，2階階段横の企画展示コーナーで 

展示中です。貸出も可能です。 

 

【ブクログサイト】 カテゴリ「科学道100冊の本」 

  本学の所蔵図書一覧。2019～202１年の時のテーマ本も含みます。 

  https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3015543&display=front 

【科学道100冊プロジェクトサイト】2022年のラインナップ  

  https://kagakudo100.jp/lineup 

企画展示 「科学道100冊」 

 【2023年1月から中止】 

  （図書館経費）  

      電子ジャーナル   ・ACM Digital Library パッケージ   ・ACS Web Edition All Pubs パッケージ 

       ・AIP 3誌 Applied Physics Letters, J. of Applied Physics,  J. of the Physical Society of Japan 

      データベース  ・SpringerMaterials 

  （講座研究費)   

      図書館配架雑誌  冊子購入中止，電子版はWiley Online Libraryで利用可能 

         ・Earthquake Engineering and Structural Dynamics 

 【2023年1月から刊行形態変更】 

  （講座研究費) 図書館配架雑誌 冊子刊行中止，電子版のみに変更 

     ・Applied Physics Express   ・Japanese Journal of Applied Physics   

 【新規】 

  （教員研究費） データベース   ・MathSciNet   https://mathscinet.ams.org/mathscinet 

     MathSciNetはアメリカ数学会（AMS)が提供する世界の数学文献をカバーする包括的な書誌・レビュー 

      データベースです。2023年1月より教員研究費による購読。 

      同時アクセス無制限。学外からはVPN接続などが利用可能です。 

                        電子資料利用上の注意 

 手動，またはプログラムを利用して，短時間のうちに論文フルテキストを大量にダウンロードすることは禁止

です。ご留意ください。 

 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だけではなく，

オンライン上で本文ファイル（PDF・HTML)を開くこともダウンロードとなります。  

https://booklog.jp/users/tutlibrary?category_id=3015543&display=front
https://kagakudo100.jp/lineup
https://mathscinet.ams.org/mathscinet


※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 

知って得する利用ガイド User Guide 

 新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため，座席数の減やイベント実施時の人数制限などを，これまで 

行ってきましたが，社会状況の変化に合わせて順次緩和しています。 

  ★座席数の増について 

    １階マルチプラザ ：  → 6角形テーブル 2→3名 

    ２階グループ研究室1： 6→8名 

                 2： 4→6名          

  ★利用時間  

    ３階個室： 学生 ３時間まで→ 

             １日まで（通常開館時間内）  

  ★イベント実施  1月から参加可能人数を増やします。  

     コラボレーションエリア 15名→35名 

         スタディサポートエリア  休止→15名 

     グローバルレクチャーエリア 休止→15名     

   【利用申込書含む マルチプラザ施設を予約利用の方へ（コロナ対策）】 

     http://www.lib.tut.ac.jp/guidance/event_covid19.pdf 

    イベントで利用したい方は，空き状況を情報図書係サービス担当またはカウンターへお問い合わせ 

    ください。新型コロナ対応を含む利用方法をお知らせします。 

   【注意事項】  

      ・原則として，通常開館時間内の利用です。2023年1月～3月は短縮開館になっていますので 

       ご注意ください。 

      ・学生の方の主催でも教員（責任者）承認の上，申込可能です。 

      ・イベント実施会場の周りの席は，通常の学修席としています。すべてを専有することはできません。 

      ・学生の学修席を優先するため，試験期間10日前から試験期間中や12:00～13：00はイベントの実  

       施はご遠慮いただいています。 

 

  ※マルチプラザ内，１月以降一部エリアで工事が予定されています。工事中の騒音発生等も予想されます。    

   工事期間については，詳細が決まり次第お知らせします。  

  ※今後，社会状況等を鑑み，対応は変更する場合があります。 

   感染が収まったわけではありませんので，引き続きマスク着用・利用前後の手指消毒等、感染拡大防止 

   対策をしてご利用ください。 

 新型コロナウイルス対応の一部緩和について  座席・イベントなど 

隣の人と間隔をあけてご利用ください。 

グループ学修やミーティングの際は， 

マスクを着用ください。 

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/event_covid19.pdf

