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新年が始まりました。本年もよろしくお願いいたします。新年早々電子ジャー
ナル利用講習会や，図書館講演会を予定しています。是非ご参加ください。また
２月には図書館システムの更新もあり，システムの停止でご迷惑をおかけします
がご了承ください。

お知らせ
・文献情報ガイダンスのお知らせ
・ 今年度の図書購入依頼について

文献情報ガイダンスのお知らせ
附属図書館では，下記の電子ジャーナルの利用講習会を開催します。実
習形式で行いますので，実際に画面を展開しながら，検索方法が学べま
す。各データベース専門の講師に直接質問等ができる良い機会です。是
非ご参加頂き，文献収集等，研究にお役立てください。

・ 図書館システム更新による
OPACや文献複写依頼の停止
・保存年限が過ぎた雑誌の
無料配布
トピックス
・「学認」サービス利用可能について

Wiley Online Library 利用講習会

・ 男女共同参画コーナー図書紹介
知って得する利用ガイド

【開催日時】 1月17日（木）

1３：０0～1４：０0

【開催場所】 情報メディア基盤センター 第2端末室
【講師】

ワイリー・ジャパン（株） 岩崎 治郎氏

【参加予約】 不要
【Wiley Online Library接続先】
http://onlinelibrary.wiley.com/
【Wiley Online Library 利用者向けページ】
http://www.wiley.co.jp/electronic/user.html
・本学では，John Wiley & Sons および旧Blackwell Synergy社 の
電子ジャーナル(1996-現在)のうち,主としてSTM(Science/
Technology /Medicine)分野が利用可能です。

SpringerLink 利用講習会
【開催日時】 2月8日（金）

13：00～14：00

【開催場所】 情報メディア基盤センター 第2端末室
【講師】

シュプリンガー・ジャパン(株） 鈴木 詠子氏

【参加予約】 不要
【SpringerLink接続先】
http://link.springer.com/
【SpringerLink 概要】
http://www.springer.jp/database/springerlink.php
・本学では，Springerグループの電子ジャーナル(Archiveも含む
現在まで)と電子ブック Lecture notes in computer science
（1996年まで）が利用可能です。

・本学学術機関リポジトリ紹介
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今年度の図書購入依頼について
教職員の方で，研究費・事務経費等により平成24年度予算で図書を購入される予定がある場合
は， 1月下旬までに，図書購入依頼をお願いします。 お手元に既に購入した図書資料がある場合
も，速やかに図書資料と納品書等をご提出ください。 図書館システム更新により2月12日から受入
手続きが停止するため，期日までによろしくお願いいたします。
【図書の購入手続き方法】
図書館ホームページ ＞ 依頼 ＞ 図書購入依頼（教職員のみ）のページ
http://www.lib.tut.ac.jp/irai/hattyu.html
2012年10月5日発行「図書館からのお知らせ」
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/20121005.pdf

を参照してください。

図書館システム機器更新による OPACや文献複写依頼等の停止
図書館システムの機器更新を3月1日に予定しています。機器入替のため，下記のシステム停止
期間中，一部利用できない業務があります。ご了承ください。
ILL文献複写依頼・相互貸借依頼を希望する方は，システム停止期間中は申込・受付ができませ
んので，お早目にお申込みください。
【システム停止期間】

平成25年2月12日～2月22日 予定

【利用できない業務】
・ OPAC（図書検索）システム

・マイライブラリ

・ 図書等の予約

・文献複写依頼・現物貸借業務

・ 図書の受入（購入）手続き
【利用できる業務】
・ 図書・視聴覚資料・マイクロソフトメディアの貸出・返却
（カウンターでの受付のみ。 自動貸出返却装置利用不可）
・ その他 (図書館システムとは直接関係ないもの）
電子ジャーナル・文献検索データベースの利用
図書館ホームページや本学リポジトリサイトの閲覧
豊橋市中央図書館所蔵図書の貸借利用申込

保存期限の過ぎた雑誌の無料配布を行います
【配布期間】

平成25年 １月21日（月）～ 2月1日(金）

先着順 一人15冊まで

【配布場所】

1F パソコンコーナー横

【配布雑誌リスト】

1Fパソコンコーナー横のブックトラックに載っている雑誌
バンドジャーナル・日経パソコン・Newton など 雑誌により年が異なります。
詳細は 図書館のお知らせ，掲示を参照してください。
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本学を含め，学術情報などに関する話題をお届けします。

「学認」サービスの利用可能について
Shibboleth認証による，学認（学術認証フェデレーション）
https://www.gakunin.jp/docs/fed

サービスによる利用が可能になりました。

「学認」サービスは，電子ジャーナル・データベースなどのサービスにおいて，専用認証リンクからログイ
ンすることで，VPN接続を行わなくても学外からでもキャンパス内と同様のサービスが受けられるようにな
る仕組みです。 VPN接続と異なり，パソコンにソフトをセッティングする必要がありませんので，より便利
に学外から利用できます。 認証リンクで個人情報を送付することに同意することで，利用できます。
【ログインするID・パスワード】 情報メディア基盤センターのID・パスワード
【学認サービス利用可能サイト】
図書館ホームページの

マークの電子資料が「学認」サービスが利用可能です。

SciVerse ScienceDirect （Elsevier)

SciVerse Scopus （Elsevier)

SpringerLink （Springer)

NetLibrary （EBSCO)

研究社 Online Dictionary (研究社）

Cambridge Journals Online (CUP)(*)

CiNii(国立情報学研究所)

Royal Society of Chemistry (*)
* 本文が利用可能な電子ジャーナルは一部です。

現在設定中 EndNote Web, JCR on the Web (トムソン・ロイター）

各サイトにある専用の認証リンクからログインします。ログイン方法など
「学認」サービス利用の詳細は，図書館ホームページの「学外からの利用」を参照してください。
http://www.lib.tut.ac.jp/ejournal/out_campus.html

男女共同参画コーナーの図書が新しくなりました
1階 男女共同参画図書コーナーの図書が1月に新しくなりました。
今回は，「生き方」 「ジェンダー論」 「セクシュアリティ」 「人間関係」に関する図書です。
普段図書館には置いていないタイトルの本100冊を，国立女性教育会館女性教育情報センターから
お借りしています。
通常の貸出枠とは別に，一人3冊, 2週間貸出できます。 どうぞこの機会にご利用ください。
【リスト】
http://www.nwec.jp/jp/center/page13.html#sub18 第5回リスト 1-3月
【ブクログ】 カテゴリ：男女共同参画コーナー図書

知って得する利用ガイド User guide
図書館の利用，文献検索など，使って欲しい便利な機能について，順次お知らせします。是非ご利用ください。

本学学術機関リポジトリサイト紹介
【接続先】

https://repo.lib.tut.ac.jp/
URL が変更になりました

2月19日(火)
リポジトリ講演会開催決定
講師：山地一禎 氏（NII)
本学博士後期課程修了

【本学リポジトリ トップページ】

・ 2012年11月に，本学の機関
リポジトリサイトを試験公開し
ました。（2月1日 本公開予定）
・ 現在，「雲雀野」本学総合教
育院紀要論文，博士論文，
学術雑誌論文などを登録し
ています。
・ 学内研究者の皆様の学術研究
成果物を登録しますので，
是非ご提供お願いいたします。
【リポジトリコンテンツ
学術雑誌論文の例】

本文PDF
ダウンロード

リポジトリ概要・
コンテンツ登録方法等の
詳細はメニューをご覧ください

内容詳細
論題
本文（PDF)へのリンク
著者（著者ID）
掲載雑誌名・巻号ページ
出版社版へのリンク 等

※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
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ブクログサイト ＰＣ版 http://booklog.jp/users/tutlibrary
モバイル版 http://m.booklog.jp/users/tutlibrary

