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【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
01．ebrary, Annual Review など電子ブック 6,200 タイトルを新規契約 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/eb.htm 
---------------------------------------------------------------------- 
 ebrary は 220 以上の大手出版社から提供される、書籍全文、各種レポート、 
地図などを収録する電子ブックシステムです。 
このうち、Life Science、Medical、Nursing and Allied Health の 3 分野、 
6,188 タイトルがご利用になれます。 
 また、Annual Review of Astronomy and Astrophysics など Annual Reviews 
社の 5 タイトルと、中外医学社の Annual Review シリーズ 7 タイトルも契約い 
たしました。 
 
---------------------------------------------------------------------- 
02．電子ジャーナル約 1,000 タイトルが利用可能 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/ 
---------------------------------------------------------------------- 
 本学で利用できる電子ジャーナルが、年初の契約変更等により追加・削除さ 
れています。逐次、電子ジャーナルのぺージに掲載していますので 新情報は 
そちらでご確認ください。 
2010 年に利用可能になった電子ジャーナルは、以下の通りです。 
 
・IOP(Institute of Physics)刊行の全 64 タイトル（ 新 10 年分） 
・Kargar 発行 25 タイトルのバックナンバー（初号より） 
・Springer 社の 283 タイトル 
・Wiley-Blackwell 社の 622 タイトル 
 
 電子ジャーナルリスト http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/ からご利用 
になれます。 
 



---------------------------------------------------------------------- 
03．【印刷版雑誌】新規受け入れ・休刊・電子ジャーナルへの契約切替 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2009.htm#2010/02/02 
---------------------------------------------------------------------- 
・新規受け入れ 
 3 階ブラウジング・コーナーで「PharmaTribune」「ku:nel」「趣味の園芸」 
  など 10 タイトルを新たに購読いたします。 
・休刊/廃刊 
 「蛋白質核酸酵素」「Genetics」 
・誌名変更 
 「医薬品研究」 → 「医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス」 
・電子ジャーナルへ契約切替 
 「Analytical chemistry」など 16 タイトル 
 
---------------------------------------------------------------------- 
04．エルゼビア社の電子ジャーナル ScienceDirect について 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/ej_top_2008.html#2008/03/18 
---------------------------------------------------------------------- 
 ScienceDirect の非契約雑誌は、利用するごとにメディアセンターが一論文 
3,150 円を支払うトランザクション方式でご利用いただいております。現在の 
利用ペースでは、今年度の予算を上回る可能性が出てきました。契約限度を超 
えますと、年度途中で利用できなくなる場合があります。 
 メディアセンターに印刷版を所蔵している雑誌の利用はご遠慮ください。 
経費節減にご協力願います。 
 
---------------------------------------------------------------------- 
05．春休み長期貸出の実施 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2009.htm#2010/01/19 
---------------------------------------------------------------------- 
 2010 年 1 月 26 日から、学生、教職員を対象に、以下の通り春休み長期貸出を 
実施しています。ただし、卒業予定者、大学院修了予定者、研究生、聴講生、 
科目等履修生、日大生産工学部・千葉工業大学の皆様の返却日は 3 月 31 日です。 
 
 ・期 間：1 月 26 日（火）～3 月 25 日（木）  
 ・冊 数：学部生は 6 冊、教職員・大学院生は 10 冊まで  
 ・返却日：4 月 8 日（木） 
 
 ＊卒業生、退職教職員は、通常通り 2 週間の貸出となります。 
---------------------------------------------------------------------- 



06．メディアセンターキャラクターが 2 位入賞！ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 昨年図書館総合展で行われた「図書館グッズが利用者と館員を元気にする」 
のキャラクター人気投票で、当センターが自機関作成のグッズ部門 2 位に入賞 
しました！センター長（鳥）、メイちゃん、みつまめ、、ハプト藻たちは、こ 
れからも、皆さんに楽しい情報や、メディアセンターのニュースをお伝えして 
いきます。 
 
■キャラクター投票結果:図書館サービスツール研究会ブログ 
http://library-tools.blogspot.com/ 
■メイちゃんのこと 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/chara.html 
■NMC のゆかいな仲間たち 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/column/chara.html 
 
---------------------------------------------------------------------- 
07．卒業生および大学院修了生へのお知らせ 
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/info/riyou-gakugai.html#riyou01 
---------------------------------------------------------------------- 
 卒業生および大学院修了生は、卒業・修了後も習志野メディアセンターへの 
入館、所蔵資料の閲覧および貸出等のサービスが利用できます。ただし、文献 
複写の取り寄せ等は利用できません。 
 
 なお、現在借りている資料および卒業までに借りた資料は 3 月 31 日までに必 
ず返却してください。 
 
---------------------------------------------------------------------- 
08．3 月で退職される教員のみなさまへ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
 教室で所蔵されている資料（図書、雑誌など）のうち、研究費で購入し、 
メディアセンターで備品登録済みのものは、必ずメディアセンターへお返し 
くださいますようお願いいたします。 
 メディアセンターへの所在変更、あるいは除籍手続きを行います。 
ご不明な点は、情報管理部門（内線 5203）までお問合せください。 
 
---------------------------------------------------------------------- 
09．研究費購入図書の登録締切りについて 



 
---------------------------------------------------------------------- 
 本年度予算による図書資料の登録は、3 月 10 日（水）まで受付いたします。 
事情により期日に間に合わないことが予想される場合、必ずあらかじめご相談 
くださいますようお願いします。 
 
 ■登録に必要な書類は、支出請求伝票 2 枚、納品書、請求書です。 
 ■資料と共にメディアセンター3 階事務室までお持ちください。 
 
====================================================================== 
【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
 
---------------------------------------------------------------------- 
01．研究系ネットワーク機器交換作業（2 月 14 日) 
---------------------------------------------------------------------- 
 習志野キャンパス内の各建物間ネットワーク機器の交換作業を実施しました。 
  
 
---------------------------------------------------------------------- 
02．千葉大学ノード機器撤去作業によるネットワーク停止（2 月 19 日) 
---------------------------------------------------------------------- 
 本学の上位回線である千葉大学ノードの機器撤去作業を行います。 
撤去作業時に一時的にネットワークが停止し、下記内容のサービスが利用でき 
なくなります。 
 ユーザーの皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。 
 
 ■停止時間：平成 22 年 2 月 19 日(金)12:00-13:00 間の数分 
 ■影響するサービス：インターネットサービス 
                 外部へのメールの送受信 
                      (送信については遅延配送となります)  
 
---------------------------------------------------------------------- 
03．学内ネットワーク上流構成変更によるネットワーク停止（2 月 20 日) 
---------------------------------------------------------------------- 
 ネットワーク構成変更時はネットワークが停止し、下記内容のサービスが 
利用できなくなります。 
 ユーザーの皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますがよろしくお願い致します。 
 
 ■停止時間：平成 22 年 2 月 20 日(土)17:00-18:00 



 ■影響するサービス：メールサービス 
           ホームページ閲覧 
           インターネットサービス 
           その他 各システムのサービス 
 
---------------------------------------------------------------------- 
04．理学部 V 号館第２ラボラトリのアプリケーション更新計画 
---------------------------------------------------------------------- 
 理学部 V 号館第２ラボラトリに設置している PC の office ソフトについて 
Office2003 から Offcie2007 への更新を計画しています。 
 
 ■作業期間：平成 22 年 3 月 1 日-3 月 19 日(予定) 
 
 Offcie2007 へ更新することについて、不都合等ございましたら 2 月 19 日まで 
にネットワークセンターまでご連絡ください。 
 
※互換性について 
  Office2007 と Ofiice2003 では作成したファイルの形式が異なります。 
  Office2007 で作成したファイルを Office2003 で開くためには、 
 「2007 ファイル形式用 Microsoft Office 互換機能パック」をインストールす 
  るか  Office2007 でファイル保存時に「旧バージョンで保存」する必要が 
 あります。 
 
 また、ラボラトリ・第２ラボラトリ内へその他アプリケーション追加の 
ご要望がございましたら、2 月 28 日までにごネットワークセンターへ連絡 
お願いします。 
 
---------------------------------------------------------------------- 
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============== * END of Newsletter * ================================= 


