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

 

【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．習志野メディアセンターホームページのリニューアル 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/index.html 

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

 4 月 2 日、リニューアルした習志野メディアセンターのホームページを公開し 

ました。 

 昨年度の医学メディアセンター、メディアネットセンターのホームページリ 

ニューアルに続くもので、初めての利用者も、常用している利用者にも分り易 

く、使い易いようにコンパクトに情報をまとめました。 

 

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

02．新入生ガイダンスツアーの開催報告 

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

 今年度も、新入生向けの習志野メディアセンター・ガイダンスツアーを、4月 

末まで、約一ヶ月間実施しました。開催回数と参加者数は以下の通りです。 

 カッコ内は昨年の実績です。 

 

  ・オープン参加のツアー   ：１２回  ２７名  （２０名） 

  ・生物学科を対象としたツアー： ２回 １１３名 （１１３名） 

 

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

03．研究室単位 講習会開催を募集中 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/chosa/annai2007_01.htm 

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

 卒業論文作成を控えた学生や、調査研究を始めた大学院生を対象とした、講 

習会を開催します。講習会の内容は、文献データベースや電子ジャーナルの利 

用方法等で、応募は研究室単位が基本となります。 

 講習会の内容は、研究室の要望により調整も可能ですので、ご相談ください。 
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  ・開催期間：2007 年 5 月 10 日（木）～6月 22 日（金） 

  ・開催時間：月～金の午後 １時間程度 

  ・開催場所：マルチメディアスタジオ 

  ・問合せ先：習志野メディアセンター調査研究支援部門（内線：5207） 

 

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

04．習志野メディアセンター利用案内（学生用/2007 年度版） 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/pdf-doc/nmcguide-a.pdf 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/pdf-doc/nmcguide-b.pdf 

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

 学生用の習志野メディアセンター利用案内を作成し、新入生に配布しました。 

 ホームページからも利用できますが、残部がありますので、必要な方はカウ 

ンターに申し付けてください。 

 

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

05．昨年度の日曜祝日開館の利用者は延べ 7,978 人 

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

 昨年 6月から始めた日曜祝日の習志野メディアセンターの利用者は、昨年度の 

利用実績は 48 日の開館で延べ 7,978 人となりました。内訳は、薬学部学生 2,681 

人、理学部学生 2,905 人、薬学部院生 27 人、理学部院生 67 人、教職員 37 人、その 

他 2,261 人です。 

 

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

06．学生からの要望「習志野メディアセンターへの加湿器の設置」への回答 

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

 「図書館に加湿器を設置して欲しい」との要望が、学生からありました。 

 施設担当者等と相談した結果は以下の通りです。 

 

 ・現在の冷暖房設備では、空調機能が無いため、湿度の調整はできません。 

 ・図書館資料はカビや高湿度による酸性紙化（資料の劣化）を避ける必要が 

  ある。 

 

 以上の理由から、全館にわたる加湿は難しいと考えております。 

 なお、健康管理室と相談したところ、風邪の予防では以下の対策を推奨され 

ました。 

 

 ・風邪等の予防では、マスクをする、手洗い/うがいの励行が有効です。 
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 冬期間は、メディアセンター内はかなり乾燥しますが、上記より各自で対策 

をお願いいたします。 

 

 

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

【 メディアネットセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．「Stat!Ref」（医学・薬学－臨床支援ツール－）の提供を開始 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/index.html 

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

 医学・薬学分野の複数の電子ブックを、一括検索・閲覧することができる 

「Stat!Ref」の提供を、3月 12 日から開始しました。また、EBM の実践に必要な 

情報を提供する PIER（The Physician's Information and Education Resource 

／ACP（米国内科学会）が作成）を、これらの電子ブックと一緒に検索すること 

が可能ですので、是非ご利用ください。 

 

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

02．特許・文献統合データベース(JSTPatM ファイル)試行サービス開始 

  http://service.jst.go.jp/jdream2/loginIP1.html 

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

 国内特許情報と JST（科学技術振興機構）が提供する科学技術文献情報とを統 

合した特許・文献統合データベース（JSTPatM（ジェイエスティパットマルチ）） 

の試行サービスを４月２３日から開始しました。 

 従来から提供している JDreamⅡログイン手続きから利用できます。 

 

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

03．第３回三学部合同学術集会の開催報告 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/open_doc/toho3/2007rep.html 

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

 今年で３回目となる三学部合同学術集会が、３月１０日に大森病院５号館臨 

床講堂で開催されました。本学三学部から 41 名の参加がありました。 

 上記ホームページに、報告と各発表の抄録を掲載しています。 

 

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

04．看護教材 e-Learning コンテンツの完成 

  http://elearning.toho-u.ac.jp/nurse/index.html 

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

 佐倉看護専門学校、船橋市立看護専門学校、医学部看護学科にメディアネッ 

トセンターが協力し、2006 年度に制作していた e-Learning コンテンツ、基礎看 
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護技術トレーニング「輸液ラインが入っている患者の寝衣交換」が完成しまし 

た。 

 提供媒体は、CD-R およびネットワークで、2007 年度の授業で利用されます。 

（一部ネットでの一般公開に適さない内容を含むため、ネットワーク版の利用 

には、使用制限がかかっています。） 

 

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

05．「電子ブックリスト」を提供開始 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/eb.htm 

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

 電子ジャーナルに続き、東邦大学内で利用できる電子ブックが増えてきまし 

た。4月 13 日から「電子ブックリスト」として、学内で利用できる電子ブックを 

集中管理するホームページの公開を始めました。 

 現在、和図書 13 冊、洋図書 15 冊／シリーズの電子ブックが利用できます。 

 

 

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

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．新入生のユーザ ID とパスワードを発行 

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

 習志野地区の今年度新入生 980 名に、ユーザ ID とパスワードを配布しました。 

この ID/パスワードは PC 利用の際の認証、Web メール、Web による履修登録、プリ 

ンタ印刷枚数制限、就職支援システム、e-Learning 等、さまざまなサービスの 

利用に使用します。 

 

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

02．マルチメディアルームの PC メンテナンスを実施 

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

 春期休業期間を利用して、マルチメディアルームの PC メンテナンスを実施し 

ました。主な変更内容は以下の通りです。 

 

 ・ソフトウェアの異動（ラボラトリ⇒第２ラボラトリ） 

   Mathematica、システムソフト電子辞書、JMP、ChemOffice2002 

 

 ・ソフトウェアの新規導入（第２ラボラトリ） 

   Fortran Builder、Spartan(Ver3.0) 

 

 ・PC 環境の変更（ラボラトリ、マルチラボラトリ、スタジオ） 
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   PC 利用時の Windows ログオンが必須となった 

   すべての PC で印刷枚数管理を実施 

   すべての部屋で利用者統計を自動で計測 

 

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

03．2 教室連動型授業のサポートを開始 

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

 ラボラトリと第 2ラボラトリの 2教室を使用した連動型授業を、ネットワーク 

センターが技術的サポートを行い、4月か開始しました。メインとなる教室の講 

義の内容を、PC 画像とマイク音声でサブ教室に中継することで 2教室連動型授業 

を実現しました。音声はフリーソフトの“スカイプ”を利用し、PC 画像は 

“NetOP”という PC の画像を転送するソフトウェア（現在検証中）を利用してい 

ます。 

 講義はすでに 4回行われたが、大きな問題はなく進んでいます。 

 

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

04．施設利用状況（2007 年 4 月） 

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

(1)マルチメディアルーム全体の合計 

  総利用者数 14,719 人（薬学部：3,758、理学部：10,961） 

(2)ネットワークサポートデスク利用状況 

  稼動日数:28 日、総利用者数：30 人(教員：12、事務職員 18、その他 0) 

 

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

05．セキュリティ対策（Mail 用ウィルスチェック集計結果：2007 年 4 月） 

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

 ・検知駆除したウィルスの総数  ： 484 件 

 ・検知駆除したウィルスの種類  ：  33 種 

 

 ・学外から学内への感染メール駆除：  399 件 

 ・学内から学内への感染メール駆除：   85 件 

 ・学内から学外への感染メール駆除：    0 件 
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============== * END of Newsletter * ================================= 


