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====================================================================== 

 

【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

---------------------------------------------------------------------- 

01．年末年始の開館の案内 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2006.htm 

---------------------------------------------------------------------- 

     １２月２６日（火）まで       平常通り開館 

     １２月２７日（水）         １７時閉館 

     １２月２８日（木）～１月３日（水） 閉館 

      １月 ４日（木）         １７時閉館 

      １月 ５日（金）から       平常通り開館 

 

---------------------------------------------------------------------- 

02．習志野メディアセンター運営委員会が開催されました 

---------------------------------------------------------------------- 

 11 月 16 日に本年度第 3回習志野メディアセンター運営委員会が開催されました。 

主な議題は、(1)2006 年度上半期の事業報告、(2)2007 年度の事業計画の審議、 

(3)2007 年度予算案の審議であり、運営委員会として大筋で了承されました。 

 事業計画では、新規事業として、分類変更作業、蔵書構築関連の基準整備が、 

中期計画として、閲覧席の増設、利用環境の整備、図書館業務システムのリプ 

レイス、開館時間延長、一般公開の推進を提案しました。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

03．Elsevier 社発行冊子体雑誌の購読中止と、割引購入について 

---------------------------------------------------------------------- 

 習志野メディアセンターで購読していた、Elsevier 社発行の冊子体雑誌(54 タ 

イトル)は、2006 年にて購読中止となりました。2007 年からは、全面的に電子ジ 

ャーナル版へ移行します。 

 今回の電子ジャーナル移行に伴い、Elsevier 社が発行する冊子体雑誌約 1,580 

タイトルが、東邦大学内（各教室での契約も含め）では 75％引き価格が適用さ 
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れます。代理店に購読料金を支払い済みでも返金されます。詳しくは下記の担 

当者アドレスにお問合せください。 

 

  zasshi.nmc@ml.toho-u.ac.jp  （習志野メディアセンター雑誌担当） 

 

---------------------------------------------------------------------- 

04．保存期間が過ぎた雑誌をさしあげます（2007 年 1 月 15 日～2月 4日） 

---------------------------------------------------------------------- 

 習志野メディアセンターで購読している雑誌や寄贈された雑誌のうち、保存 

期間を過ぎた雑誌をご希望の方にさしあげます。 

 

   日時：2007 年 1 月 15 日(月)～2月 4日(日) 

   場所：メディアセンター カウンター前  

 

  ＊ブラウジングコーナーの雑誌 その 1：1月 15 日(月)～21 日(日) 

     （AERA ～ 週刊ダイヤモンド） 

  ＊ブラウジングコーナーの雑誌 その 2：1月 22 日(月)～28 日(日) 

     （週刊東洋経済 ～ 文芸春秋） 

  ＊学術誌 1 月 29 日(月)～2月 4日(日) 

     （他大学・研究所発行誌など、展示誌コーナーの寄贈誌、重複誌、 

      見本誌） 

 

---------------------------------------------------------------------- 

05．Elsevier 社の電子ジャーナルのタイトル追加等について 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/ej_top.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 Elsevier 社の電子ジャーナルが、1998 年以降利用可能から 1995 年以降利用可 

能と、利用できる範囲が広がりました。 

 また、今回新に 42 タイトルが利用可能となりました。詳細はホームページを 

ご覧ください。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

06．電子ジャーナルの新着情報の RSS 配信を開始 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/ej_top.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 電子ジャーナルの新着情報の RSS 配信を始めました。ホームページから RSS 配 

信用の RDF ファイルを取り込んでください。詳細はホームページをご覧ください。 
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---------------------------------------------------------------------- 

07．Elsevier Science 社の電子ブックをフリートライアル中 

  電子ブックトライアル：http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/index.htm 

  電子ブック一覧：http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/SD_ebooklist.html 

---------------------------------------------------------------------- 

 Elsevier 社の提供する電子ブック（52 種類）が、2007 年 3 月末まで無料トライ 

アルを実施している。同社の電子ジャーナル提供システム、Science Direct に 

よる提供で、電子ジャーナルと同じ使い勝手となっています。詳細はホームペー 

ジをご覧ください。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

08．理学部教室所蔵資料の点検作業について 

---------------------------------------------------------------------- 

 本年 9月から続く理学部教室所蔵資料の点検作業は、12 月 6 日で教室での作業 

が終了しました。今後は、収集してきた所蔵資料のデータを整理した後判明す 

る、不明本の確認作業を予定しています。 

 最終的な作業の終了は年度末の見込みです。 

 

 

====================================================================== 

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

---------------------------------------------------------------------- 

01．Web による学生の履修登録のサポート 

---------------------------------------------------------------------- 

 2006 年 9 月より、Web による履修登録が薬学部・理学部ともに開始された。ネ 

ットワークセンターとして、履修登録説明会のサポート（薬学部）、履修登録 

会場の提供（マルチメディアラボラトリ１＆２）とアルバイトの配置を行った。 

 学生数約 3,400 名に対して、端末数やネットワーク帯域に関して慎重に検討を 

重ねてきたが、大きなトラブルもなく終了した。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

02．年末年始のネットワークサポートデスク開室予定 

  http://camp.toho-u.ac.jp/portal/nc/contents/service/support.php 

---------------------------------------------------------------------- 

     １２月２７日（水）まで       平常通り開室 

     １２月２８日（木）         １４時まで（出張のため） 

     １２月２９日（金）～１月３日（水） 閉室 

      １月 ４日（木）から       平常通り開室 
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---------------------------------------------------------------------- 

03．ネットワークセンター次年度計画提出 

---------------------------------------------------------------------- 

 11 月 16 日に行われた本年度第 3回習志野メディアセンター運営委員会にて、次 

年度事業計画として、(1)学生ラウンジへの無線 LAN 敷設、(2)無線 LAN 認証システ 

ムの導入、(3)タイピング練習自己学習システムの導入、(4)授業支援システム 

（ラボラトリ、第 2ラボラトリのみ）の導入、(5)メディアラウンジ机のケーブル 

収納棚の設置を提案しました。 

 

---------------------------------------------------------------------- 

04．SPAM メール対策サービス本番運用開始のお知らせ 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nwc/hp/contents/services/spam/ 

---------------------------------------------------------------------- 

 SPAM メール対策サーバの運用ついて、試験運用を設けポリシー検討しており 

ましたが、下記ポリシーにて SPAM メール対策サーバの正式運用を開始致します 

のでお知らせいたします。 

 

  ・教職員・学生等全ユーザのメールに対して SPAM 判定を行います。  

  ・SPAM と判定された場合は、件名にタグ付けを行います。  

    ＃Subject: の先頭に [SPAM] という文字を追加  

  ・サーバ側での SPAM メールの削除は行いません。  

  ・SPAM メールのフォルダ振り分けや自動削除は、各ユーザ側にて行ってい 

   ただきます。  

 

---------------------------------------------------------------------- 

05．事務系 PC 向けセキュリティー対策強化作業実施 

---------------------------------------------------------------------- 

 情報セキュリティー対策の一環として、事務系ネットワークの PC を対象にし 

たセキュリティー対策の強化作業を実施した。12 月 6 日の段階で、ほぼすべての 

事務系 PC の作業が完了した。 

各 PC への作業は以下のとおり。 

     ：WindowsUpdate の実行(最新セキュリティーパッチの適用) 

     ：WindowsUpdate 自動更新の設定 

     ：アンチウィルスソフト バージョンアップ 

     ：セキュリティー監視モジュール新規導入 

 今後、研究ネットワーク、教育ネットワークについても「情報セキュリティー 

委員会」を通して、ＩＴ資産の管理～セキュリティー管理の実施を行ってゆく予 

定です。 
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---------------------------------------------------------------------- 

06．施設利用状況（11 月） 

---------------------------------------------------------------------- 

(1)マルチメディアラウンジ利用状況 

  稼働日数: 21 日、総利用者数：4,060 人(薬学部：2,129 人、理学部：1,931 人) 

(2)マルチメディアラボラトリ利用状況 

  稼働日数: 21 日、総利用者数：540 人(薬学部：265 人、理学部：275 人) 

(3)第 2 マルチメディアラボラトリ利用状況 

  稼働日数: 21 日、総利用者数：1,274 人(薬学部：59 人、理学部：1,215 人) 

(4)ネットワークサポートデスク利用状況 

  稼動日数:23 日、総利用者数：11 人(教員：2人、事務職員 9人) 

 

---------------------------------------------------------------------- 

06．セキュリティ対策（Mail 用ウィルスチェック集計結果：11 月） 

---------------------------------------------------------------------- 

 ・検知駆除したウィルスの総数  ：1,106 件 

 ・検知駆除したウィルスの種類  ：  48 種 

 

 ・学外から学内への感染メール駆除：  951 件 

 ・学内から学内への感染メール駆除：  152 件 

 ・学内から学外への感染メール駆除：    3 件 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

============== * END of Newsletter * ================================= 


