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お知らせ News
急に寒くなり秋が深まりつつあります。10月27日から始まる今年の読書
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開館およびサービス提供状況
10月18日より，新型コロナウイルス感染症防止のための本学の活動基
準レベルが2に下がったため，平日9:00-20:00開館しています。学内者
向けの開館です。
2・3階の座席利用や，2階グループ研究室・3階個室の予約や利用も再
開しました。来学が困難な方は図書資料郵送貸出サービスおよび複写物
配送サービスが継続して利用できます。
【開館カレンダー】
https://opac.lib.tut.ac.jp/drupal/?q=ja/library_calendar/annual/1/11

【学内者向け】10月18日から開館時間等変更等のお知らせ

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/service211018.html
【学内者向け】図書資料郵送貸出サービス継続について
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/service210527_ver2.html
【学内者向け】文献複写物配送サービス継続について
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/service210607_ver2.html

状況により，サービス内容は変更になる場合があります。

ACS・IEL利用トライアル実施予定
11月にACS(American Chemical Society)電子ジャーナル Web Edition

開館日程は変更する場合があります。

All Pubs の利用トライアル（1ヶ月間）とIEL Online の利用トライアル（2週
間）を実施予定です。
ACS発行のジャーナル約60タイトルの1996年以降のフルテキスト，IELは
１９８８年以降のIEEE定期刊行物・会議録・規格などのフルテキストが利用

できます。実施開始日など詳細は，決定次第メール等でお知らせします。
【ACS URL】 https://pubs.acs.org
【IEL URL】 https://ieeexplore.ieee.org

館内は定期的，あるいは物品
使用後に消毒作業を実施してい
ます。
３密回避，マスク着用，利用前後
の手洗いや手指消毒など
利用者のみなさまのご理解と
ご協力をお願いします。
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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。

企画展示：秋のブックバスケット / ミニ展示：思考力フルスロットル!!!
★企画展示

★ミニ展示

また，隣の新着図書書架では，ミニ展示「思考力フルスロットル!!!」を実施中です。
2階企画展示コーナー（階段横）では，9月より貸出企画として実施していた「秋のブックバス
「考えを学ぶ」「考えを鍛える」「考えを描く」図書を集めました。
ケット」を，継続して企画展示として実施中です。小説から健康，食事，芸術など，さまざまな
・考えを学ぶ！ → 『超一流が実践する思考法を世界中から集めて一冊にまとめてみた。』
楽しく読んでいただける図書を揃えています。3冊ずつセットにしています。
・考えを鍛える！→ 『英語で考える力。 : 40のサンプル・シンキングで鍛える!』
借りたいセットを1階カウンターまでお持ちください。セットの中の1冊・2冊だけ借りたい場合
・考えを描く！ → 『武器としての図で考える習慣 : 「抽象化思考」のレッスン』 など
も，セットごとお持ちください。来学が困難な方には郵送での貸出もしています。
【ミニ展示の図書リスト】
現在は，学生10冊まで/20日間以内，教職員10冊まで/30日以内の貸出です。
http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/minitenji2110.pdf
【秋のブックバスケットの図書リスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/bookbasket21.pdf

★ミニ展示
また，隣の新着図書書架では，ミニ展示「思考力フルスロットル!!!」を実施中です。
「考えを学ぶ」「考えを鍛える」「考えを描く」図書を集めました。
『超一流が実践する思考法を世界中から集めて一冊にまとめてみた。』
『英語で考える力。 : 40のサンプル・シンキングで鍛える!』
貸出中のときは
予約できます！

『武器としての図で考える習慣 : 「抽象化思考」のレッスン』 など
【ミニ展示の図書リスト】 http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/minitenji2110.pdf

系・院推薦図書配架中・電子ブックも利用可
学生に読んで欲しい図書として，先生方から「系・院推薦図書」を推薦していただきました。
登録が済んだ図書から新着図書コーナーに順次配架しています。
今年度は電子ブックで利用可能な図書も推薦していただきました。
和書電子ブックはMaruzen eBook Libraryで利用可能です。
ラインアップは，資料の検索(OPAC)のカテゴリ検索ページをご参照

ください。
【資料の検索 (OPAC) URL】カテゴリ検索
https://opac.lib.tut.ac.jp/opac/category/1/1
当該年度の系・院推薦図書が一覧
できます。登録が済んだタイトルが表示

されます。
【系・院別電子ブック案内 QRコード付き】
新着書架に電子ブック案内を配置して
います。
電子ブックは自宅など学外からも利用
できます。利用方法も案内に掲載してい
ます。

電子ブックの案内はご自由にお持ちください

2021.10.22

雑誌情報「dマガジン for Biz」無料トライアル実施中
「dマガジン for Biz」は，ファッション，ライフスタイル，週刊誌，ビジネス, IT，エンタメ, 趣味，グルメ, スポーツ,
海外の雑誌など幅広い分野の雑誌最新号500誌以上とバックナンバー，合わせて2,000冊以上の雑誌を読むこと
が可能なサービスです。 ご自身のスマートフォンやタブレットにdマガジンのアプリをダウンロードして, 学内WiFi
(tutwifi)にアクセスして利用してください。PCでは利用できません。
トライアルを利用された方は，ぜひアンケートにご協力ください。導入検討の参考にさせていただきます。
【トライアル期間】 2021年10月1日 - 2021年11月30日
【配信雑誌一覧】 https://www.nttdocomo.co.jp/biz/binary/pdf/service/dmagazine/magazinelist.pdf
【利用可能エリア】 学内無線LAN SSID: tutwifi に接続できるエリア なら学内のどこでも

【トライアル時の同時アクセス数】 5台 利用終了時は画面右上のメニューから アカウント＞ログアウト して
ください。利用可能エリアを離れると，自動的にアクセスは10分ほどで切断されます。

※利用時の注意 次のことは利用規約違反ですので，しないでください。
【禁止事項】 ×画面撮影やスクリーンショットをとる
×印刷したり，メールに添付して第三者に渡す

×SNSに投稿して第三者に拡散，共有する

詳しくはdマガジンfor Bizの利用規約ををご覧ください。

各出版社等のデータベース情報・講習会情報
★ Science （AAAS)
Science WebサイトのURLが9月に変更になりました。

【新URL】 https://www.science.org/

←

【旧URL】 https://www.sciencemag.org/

現在は自動で転送されますが，お気に入りに入れている場合は変更をお願いします。

★ Web of Science 関連
■ Web of Science Core Collection クイックリファレンスガイド

新インターフェース用2021年7月改訂版

https://clarivate.com/webofsciencegroup/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/4_WoS_QRC_202107.pdf

■ ジャーナルインパクトファクターの調べ方 新インターフェース用2021年8月改訂版
https://clarivate.com/ja/wp-content/uploads/sites/15/2021/01/JCR2021.pdf
■ 講習会アーカイブ （YouTube)
Web of Science：（初級編)本当にインパクトのある論文を読んでいますか？ 2021年5月
https://www.youtube.com/watch?v=TaLBHjoB7nc&t=11s
Journal Citation Reports: ジャーナル・インパクトファクター活用術2021 2021年7月
https://www.youtube.com/watch?v=e6Cj54nEJw0
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★ SciFindern
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(サイファインダー・エヌ）関連

・SciFinder の提供は2022年3月31日をもって終了することが決定しました。本学はSciFindern
ダー・エヌ）を契約しています。

（参照）

(サイファイン

SciFindernへの利用切り替えをお願いします。同じIDでアクセスできます。

http://www.lib.tut.ac.jp/oshirase/SciFinderN2020.html

■オンライン講習会情報
申し込み → https://www.jaici.or.jp/seminar/#scheduletitle

紙版のガイドは図書館正面玄関脇
のパンフレット棚にあります。
ご自由にお持ちください。

2021年11月10日（水） 10:30～12:00 SciFindern 入門
2021年10月27日（水） 10:30～12:00 SciFinderⁿ - トピック
(製剤・配合情報の検索に Formulus!)

■講習会アーカイブ （自習用教材） https://www.jaici.or.jp/scifinder-n/elearning/

★ ScienceDirect/Scopus 関連
・IE11のサポートは2021年10月1日までで終了しました。
Google Chrome，Mozilla Firefox，Microsoft edgeでご利用ください。
■講習会アーカイブ 2021年9月（YouTube)
ScienceDirectウェビナー 基本操作解説

https://www.youtube.com/watch?v=vmscOks01og

Scopusウェビナー 基本操作解説

https://www.youtube.com/watch?v=HNUWwYwbVeU

Mendeleyウェビナー セットアップ編

https://www.youtube.com/watch?v=n9Z04yiqCI4

※Mendeleyは無料版が利用可能です。

★ CiNii （国立情報学研究所）関連
・CiNii（NII学術情報ナビゲータ[サイニィ]）は，論文，図書・雑誌や博士論文などの学術情報が検索できる
データベース・サービスです。無料で誰でも利用できます。 「CiNii Articles - 日本の論文をさがす」
「CiNii Books - 大学図書館の本をさがす」 「CiNii Dissertations - 日本の博士論文をさがす」の3つの
サービスに加え，2021年4月には新たに「CiNii Research」が本公開になりました。
2022年4月1日からは，CiNii Articlesは，CiNii Researchへ統合され，論文検索はCiNii Researchに
一本化されます。CiNii Researchは文献だけでなく，外部連携機関，機関リポジトリ等の研究データ,
KAKENの研究プロジェクト情報などを含めて，シンプルなインターフェースから気軽に横断検索すること
ができるサイトです。
【CiNii Research URL】

https://cir.nii.ac.jp/ja

【収録データベース一覧】 https://support.nii.ac.jp/ja/cir/cir_db

※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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■国立大学法人豊橋技術科学大学 教務課 情報・図書室 内線６５６４ 情報サービス係
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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