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 01. 月刊マキシマム！開催中です☆ 

 02. 文献管理ソフト RefWorks トライアル実施 

 03. 文献管理ソフト RefWorks 講習会開催（12 月 15 日（水）13 時 30 分～） 

 04. 医中誌 Web 学習ガイドを公開しました 

 05. 図書選定にご協力ありがとうございました 

 06. メディアセンターへのご意見・ご要望とその回答について 

 07. 年末年始の開館案内 

 08. 17 インチ液晶モニターをプレゼント！ 

 

【 メディアネットセンター 】 

 01. 第 7 回 東邦大学 3学部合同学術集会を開催 

 

【 ネットワークセンター 】 

 01. Winny など「ファイル交換ソフトウェア」を利用した通信の遮断につい 

て 

 

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

【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01. 月刊マキシマム！開催中です☆ 

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

メディアセンター3階回廊では、現在月刊マキシマム！を開催しています。 

今回のテーマは生物多様性です。 

みなさんは、生物多様性という言葉を知っていますか？ 

10 月 29 日まで名古屋で世界生物多様性条約第 10 回締結会議（COP10）という 

国際的な会議がおこなれていました。ここで議題となったのが 

「生物多様性：Biodiversity」です。 

 

前半は いきものいろいろ ～2010 生物多様性年～ 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/2010-vol11.html 



後半は For the Next 7 Generations ～７世代先の未来に責任を持つ～ 

 

をテーマに、メディアセンターにある資料を集めて展示しています。 

また、おりがみプロジェクトや、絶滅危惧動物や地球温暖化への取り組みを 

紹介したパネル展示などもあわせて行っていますので、メディアセンターに 

お越しの際は、ぜひお立ち寄りください。 

 

【期間】前半：2010 年 11 月 15 日（月）～12 月 5 日（日） 

    後半：2010 年 12 月 6 日（月）～12 月 17 日（金） 

【場所】メディアセンター3階回廊付近 

 

恒例のプレゼント企画も計画中です！ご期待ください！！ 

 

 月刊マキシマム！：http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/index.html 

 

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

02. 文献管理ソフト RefWorks トライアル実施 

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

「参考文献を作るのにとても時間がかかってしまう。何かいい方法はないかな？」 

「せっかく見つけたデータベースや電子ジャーナルの情報。いい保存方法はな 

いかな？」 

「参考文献を作りたいけれど、どんな書式にすればいいかな？」 

 

こんな悩みを RefWorks が解決してくれます！ 

 

RefWorks は Web ベースの文献管理ソフトです。 

SciFinder や CiNii などのデータベースで検索した文献情報を取り込んで 

簡単に文献リストを作成することができます。 

保存した文献情報はインターネットを通じてどこからでもアクセス可能。 

投稿雑誌の規定に沿った形に加工して、 

参考文献リストを簡単に作成することもできます。 

 

メディアセンターでは下記の期間、RefWorks のトライアルを実施します。 

トライアルの詳細は習志野メディアセンターのホームページで 

ご案内いたします。 

 

【トライアル期間】2010 年 12 月 1 日（水）～2011 年 1 月 31 日（月） 

 

 RefWorks：http://www.sunmedia.co.jp/e-port/refworks/ 

 



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

03. 文献管理ソフト RefWorks 講習会開催（12 月 15 日（水）13 時 30 分～） 

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

RefWorks のトライアルを開始するにあたり、提供元から講師を呼び、 

基本的な使い方をご説明する講習会を開催いたします。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

 

【日  時】2010 年 12 月 15 日（水） 

      1 回目：13 時 30 分～ 2 回目：15 時～ 

      ※各回約 1時間。内容共通。予約は不要です。 

【場  所】習志野メディアセンター マルチメディアスタジオ 

【参加対象】教職員、大学院生、学部生、研究生、興味のある方 

【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(平日 8時 45 分～17 時) 

      E-mail：chosa.nmc@ml.toho-u.ac.jp 

 

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

04. 医中誌 Web 学習ガイドを公開しました 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ft-pw/pass_ichushiguide.htm 

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

「医中誌 Web 学習ガイド」は医中誌 Web の各メニューや操作方法・検索方法を、 

画面例を交えて解説した、自己学習のための e-Learning コンテンツです。 

全体を通しての学習だけでなく、項目見出しから必要部分のみを選択した 

学習も可能で、基礎から応用まで自分の習熟度にあわせた学習を 

行うことができます。ぜひご利用ください。 

 

※医中誌 Web とは、国内発行の医学・薬学・歯学及び関連分野の定期刊行物 

 の論文情報を検索することができる医学文献データベースです。 

※「医中誌 Web 学習ガイド」の利用は学内限定です。 

※学習には Flash Player が必要です。 

 

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

05. 図書選定にご協力ありがとうございました 

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

10 月 14 日付けで、教員のみなさまへ図書選定の依頼状を送付いたしました。 

19 名の方に合計 101 冊をお選びいただき、すでにメディアセンターで所蔵 

している図書を除く 71 冊について、発注作業が終了しました。 

お忙しい中ご協力いただき、どうもありがとうございました。 

なお、図書の購入依頼は MyOPAC 経由で随時受け付けておりますので、 

学生向けの図書のご推薦を、今後ともよろしくお願いいたします。 



 

 MyOPAC：http://lib.toho-u.ac.jp/myopac/ 

 

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

06. メディアセンターへのご意見・ご要望とその回答について 

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

メディアセンターへお寄せいただいたご意見・ご要望について 

回答いたします。 

 

Q．投書箱を設置してほしい。 

A．投書箱は従来メディアセンター入口に設置していましたが、 

  より目立つように蔵書検索用パソコンの机上に移設しました。 

 

Q．蔵書検索で本の内容から検索できるようにしてほしい。 

A．現在の蔵書検索のシステムでは書名、著者名をはじめとする 

  資料の持つ情報から検索できるようになっています。 

  ただし、蔵書検索のシステムにも限界があり、 

  資料の内容を情報として保有していないため、 

  内容から検索することができません。 

  必要な資料が見つからない場合は、メディアセンターカウンターまで 

  お気軽にご相談ください。 

 

Q．パソコンを増やしてほしい。 

A．学内にはパソコンを利用できる場所がメディアセンター情報調査室以外に 

も、 

  「マルチメディアラウンジ」、「マルチメディアラボラトリ」、 

  「マルチメディア第 2ラボラトリ」があり、3ヶ所で 200 台以上のパソコンが 

  設置されています。 

  情報調査室のパソコンが混雑している場合は、他のマルチメディアルーム 

を 

  ご利用いただきますようお願いいたします。 

  なお、マルチメディアラボラトリおよび第 2ラボラトリは 

  授業で利用できない場合もありますので、開室予定は以下の URL よりご確認 

ください。 

 

  マルチメディアルーム：http://camp.toho-u.ac.jp/portal/nc/contents/ 

pc/index.php 

 

ご意見・ご要望等がございましたら、 

メディアセンター蔵書検索用パソコンの机上に備え付けの投書箱 



またはお問合せ先一覧をご利用ください。 

 

 お問い合わせ一覧：http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/info/askto.html 

 

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

07．年末年始の開館案内 

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

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

12 月 27 日（月）まで 通常通り開館 

12 月 28 日（火）～1月 3日（月） 休館 

1 月 4 日（火）～ 通常通り開館 

 

※また、大学入試センター試験実施により、1月 14 日（金）は 17 時閉館、 

 1 月 15 日（土）および 16 日（日）は休館となります。 

 

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

08．17 インチ液晶モニターをプレゼント！ 

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

不要になった 17 インチ液晶モニターを希望者に先着でプレゼントいたします。 

ご希望の方はメディアセンターカウンターまでお越しください。 

 

【受付時間】平日 8時 45 分～17 時 

 

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

【 メディアネットセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．第 7回 東邦大学 3学部合同学術集会を開催 

    http://www.mnc.toho-u.ac.jp/open_doc/toho3/201010rep.html 

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

10 月 9 日（土）に第 7回 東邦大学 3学部合同学術集会を薬学部 C館 101 講義室にて 

開催いたしました。 

開会に先立ち、1991 年ノーベル化学賞受賞者・スイス連邦工科大学名誉教授の 

Richard R.Ernst 博士への名誉博士号授与式が行われました。 

そして、青木継稔学長の開会の辞に続き、Richard R.Ernst 博士より 

「NMR and its Nobel Glory」と題した特別講演をいただきました。 

その後、一般演題（A）2題、一般演題（B）3題の発表と、 

53 の研究についてのポスターセッションが行われました。 

参加者は 173 名（医学部 6名、薬学部 57 名、理学部 71 名、その他学内 26 名、学外 

13 名） 

と、今後の共同研究への期待と熱意の高まりが感じられる集会となりました。 



 

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

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01. Winny など「ファイル交換ソフトウェア」を利用した通信の遮断について 

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

昨今、ネットワークに接続された PC 等にて、Winny を代表とする 

「P2P ファイル交換ソフトウェア」を利用して、音楽データやソフトウェア等 

を 

交換する違法行為（著作権法侵害行為）が社会問題となっています。 

また、ファイル交換ソフトウェアの仕組みを利用したウィルスによって、 

個人や企業の情報がインターネット上に漏洩する事件も多発しております。 

このような事態を避けるため、本学ネットワークの学内外を繋ぐファイアー 

ウォール機器にて、P2P ファイル交換ソフトウェアを利用した通信を 

原則禁止(※注)とします。 

 

 

■開始日： 2010 年 12 月 13 日(月)より予定 

 

■禁止となる「P2P ファイル交換ソフトウェア」について 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nwc/contents/sec/nw/share/  

 （学外からは TOHO-ID で認証後閲覧可能） 

 

(※注) 例外的に、教育・研究目的で学外との「P2P を利用する特別な事情」が 

ある場合は、「ネットワーク通信利用申請書」に必要事項を記入の上、 

ネットワークセンターへ申請してください。 

 

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

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

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

 

 


