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【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．前期試験期間中の開館時間変更について 

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

 前期試験の実施に伴い、習志野メディアセンターの開館時間を以下のように 

変更いたします。 

 

 開館時間変更期間 ：7月 16 日（水）～8月 1日（金） 

 変更期間の開館時間：8時 30 分～21 時（日曜日、7月 21 日は 8時 45 分～17 時） 

  ＊ただし、7月 19 日（土）、26 日（土）および 8月 1日（金）は 17 時閉館 

 

  ＊8 月の開館日、夏休み長期貸出等については後日お知らせいたします。 

 

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

02．資料紹介コーナー『月刊マキシマム！』の連載がスタート 

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

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

 習志野メディアセンターの所蔵資料を毎月テーマを決めて紹介するコーナー、 

『月刊マキシマム！』の連載を始めました。同時開催で、紹介した資料の展示 

も、6月 24 日～30 日までメディアセンター3階で実施します。 

 今回のテーマは梅雨にちなんで（？）「水、コレっ！」です。Web を眺め、 

メディアセンターで現物を手にとって見てください。 

 

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

03．今年度第 1回目の習志野メディアセンター運営委員会を開催 

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

 6 月 12 日に今年度第 1回目の習志野メディアセンター運営委員会が開催されま 

した。報告、協議事項は以下の通りです。 

 ・習志野メディアセンター、ネットワークセンターの前年度活動・決算報告 



 ・習志野メディアセンター、ネットワークセンターの今年度事業計画の承認 

 ・データベース、電子ジャーナル、電子ブック等の収集について 

 ・ソフトウェアの法人契約について 

 

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

04．習志野メディアセンターギャラリーについて 

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

 習志野メディアセンター3階回廊部分に、ギャラリーを開設しました。既に 3 

回の企画展（アホウドリ写真展、花粉の電子顕微鏡写真展、薬草園写真展）の 

他、本学写真部による「東邦大学写真部図書館展」を開催しました。 

 本学関係者であれば、絵画、写真、研究室紹介等、自由な発想でご利用いた 

だけます。予約・問合せはカウンター（内線 5200）まで。 

 

 

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

【 メディアネットセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．【ご注意ください】 

  エルゼビア社の電子ジャーナル、ScienceDirect の利用方法が変わりました 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/ej_top.html#2008/04/01 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/SD2008.pdf （利用法説明資料） 

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

 エルゼビア社の電子ジャーナル、ScienceDirect の利用方法が変わりました。 

 本学で利用が多い約 60 誌と 2007 年以前に契約していた約 200 誌以外は、1論文 

見るごとに 3600 円をメディアセンターが支払います。 

 論文を選んだ後、[continue]ボタンが表示されるものがその対象です。この 

ボタンをクリックした時点で課金されますのでご注意ください。その場合に、 

全文表示するには、[continue]ボタンを押した後、更に PDF ボタンをクリックす 

る必要があります。 

 

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

02．今年度の『メディアネットセンター アカデミックセミナー』がスタート 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/open_doc/work-seminar.html 

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

 今年度の『メディアネットセンター アカデミックセミナー』が始まりました。 

 6 月 11 日開催の第７回セミナー「SciFinder Scholar」講習会は好評のうちに 

終了しました。次回のセミナーの予定は以下の通りです。（詳細は後日、ホー 

ムページにて紹介します） 

 



2008.7.9 13:30～  第 8 回「Web of Science および EndNote Web」講習会 

 

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

03．東邦大学研究業績集に 2006 年度のデータを追加 

  http://dsp.toho-u.ac.jp:8081/dspace/ 

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

 東邦大学研究業績集に、2006 年度の業績データ 7,148 件が追加されました。 

 2001 年度から 6年分の研究業績 40,693 件が検索できます。 

 

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

04．『これだけは知っておきたい NMR の基礎理論と測定ガイド』改訂版完成 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/open_doc/elearning/elearning.html 

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

 昨年公開した、e-Learning コンテンツ、『これだけは知っておきたい NMR の 

基礎理論と測定ガイド』の改訂版が完成しました。上記 URL から利用できます。 

 利用者された方々からのご意見と、2007 年版では実現できなかった制作者の 

意欲を反映した改訂版は、驚くほど多くの追加・修正を加えています。 

 

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

05．バーチャルラボラトリ『ビタミン Cの真実』を公開 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/vitamin/index.html 

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

 薬学部生化学教室の石神先生担当のバーチャルラボラトリ『ビタミン Cの真実』 

が、15 本目のコンテンツとして公開されました。 

 ビタミン Cと老化の関連を詳しく解説しています。一度ご覧になってください。 

 

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

06．今年度第 1回のメディアネットセンター運営委員会を開催 

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

 6 月 18 日にメディアネットセンター運営委員会が開催されました。 

 報告、協議事項は以下の通りです。 

 ・前年度のメディアネットセンターの活動報告と決算報告 

 ・今年度メディアネットセンター事業計画と予算の承認 

 

 

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

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01. 「学内メールサーバ統合計画」について 



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

 現在、各所属で分散して管理されているメールサーバを法人のメールサーバ 

1 台に統合すべく、調整中を行っております。1つのメールサーバに統合するこ 

とにより、メールサーバのセキュリティーが向上し、メール構成も単純化する 

ことができます、また、集中管理によるメールサーバの管理コストも抑えるこ 

とが可能です。「より安全に、より安く、全ユーザに同じメール環境を提供す 

る」ことを目標にしています。 

 

■方法 

・メールの ID を統合認証基盤(LDAP)と連携させ、学内 ID 管理の統一。 

・メール送受信に関しセキュリティーの高い「SSL 通信」に統一。 

・全ユーザへ「Web メール」環境の提供。 

・全メールサーバ・ドメインを、ネットワークセンター提供の 

 「Web-Mail(DeepMail)」へ移行。 

 

■時期 

個別切り替え詳細スケジュールに関しては、各所属と協議・周知し実施します。 

 

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

02．【教職員向け】ウィルス対策ソフト配布サービス 

http://www2.toho-u.ac.jp/security/trend/trend.php 

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

 本学教職員用にウィルス対策ソフト「ウィルスバスター」の製品ライセンス 

を購入しております。 

本ライセンスの利用による利用者の費用負担はありません。 

（利用できるのは本学の教職員のみです。） 

 

学内で利用する PC で「ウィルス対策ソフトを入れていない」または「入れては 

いるが契約更新をしていない」ような場合、これを機に申請を行い、セキュリ 

ティの向上に努めてくださるようお願いいたします。  

下記ページをよく読んでいただき、申請ページから利用の申請をお願いします。 

 

（ウィルス対策ソフト配布サービス Web サイト） 

http://www2.toho-u.ac.jp/security/trend/trend.php 

 

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

03．■■セキュリティーTIPS【WEB サイトに潜むウイルス感染の危険】■■ 

http://www3.toho-u.ac.jp/com/security_tips04.pdf 

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



「ウイルス感染」。以前は、ウイルスが添付ファイルとしてメールで送られて 

きて、その添付ファイルを開くと感染するものが主流でした。しかし昨今では、 

『Web』を通じて感染するウイルス攻撃が非常に増えています。 

  知らぬ間に利用者を陥れようとする「Web からの脅威」について、その手法 

や仕組みなどをご説明します。 

 

【内容】 

・よく見る Web サイトからウイルス感染することも・・・。巧妙化する手口。 

・なぜ見ただけで・・・・？「セキュリティーホール」の危険性 

・ウイルス感染という「地雷」を踏まないためにセキュリティー対策を！ 

・“見ただけでウイルス感染”を防ぐポイント 

 

※詳しい内容はこちら  

http://www3.toho-u.ac.jp/com/security_tips04.pdf 

 

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

04．施設利用状況（2008 年 5 月） 

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

(1)マルチメディアルーム全体の合計  

    総利用者数 14,598 人（薬学部 3,411 人、理学部：11,157 人） 

 

(2)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：15 人（教員：5人、事務職員 9人、その他 1） 

 

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

05．セキュリティ対策（2008 年 5 月） 

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

(1) 迷惑メール(スパム)対策の集計 

 迷惑メール ：2,104,264 通（86%） 

 正常メール ：330,608 通（14%） 

 総数  ：2,434,876 通 

 

(2).不正アタック対策の集計  ： 1,768 件 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

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


