
◆◇ メディアセンターニュース（習志野版） ◇◆======================== 

                       Vol.6 No.5 (2011.3.23) 

          □発 行 者：習志野メディアセンター長 横山祐作 

          □編集・発行：習志野メディアセンター 

                 ネットワークセンター 

                 E-Mail：office.nmc@ml.toho-u.ac.jp

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

【 目次 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

【 習志野メディアセンター 】 

 01. メディアセンターのサービス状況や医療支援を目的に無料公開されてい 

るサービスについて 

 02. 卒業・修了・退職後もメディアセンターをご利用いただけます 

 03. 3 月で退職される教員のみなさまへ 

 04. 文献管理ソフト Refworks のデータ移行のお願い 

 05. SciFinderWeb の同時アクセス数が 4月 1日から 3になります 

 06. 2011 年 新規・変更の電子ジャーナル、電子ブック、データベース情報 

 07. 医学書院の電子ジャーナル：Medical Finder トライアルのお知らせ 

 08. DVD をまとめて購入しました。どうぞご利用ください。 

 09. オーダーメイドの講習会を開催いたします 

 10. 第 8 回習志野メディアセンターギャラリー展示 

   『Our Asian Cousins』細田凱子氏 写真展 開催中 

 11. 月刊 マキシマム！ 第 13 回 むし 開催します 

 

【 ネットワークセンター 】 

 01. マルチメディアルームでの印刷は枚数の上限があります 

 02. メールでのお知らせを行っています 

 

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

【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01.メディアセンターのサービス状況や医療支援を目的に無料公開されている 

  サービスについて 

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

東北関東大震災に伴うメディアセンターのサービス状況や、 

被災者への医療支援を目的に無料公開されているサービスについて、 

以下のページにまとめていますのでご覧ください。 

ただし、状況次第で予定が変更になることもあります。 

 

「メディアセンターのサービス状況や医療支援のため無料公開されているサー 

mailto:office.nmc@ml.toho-u.ac.jp


ビス」 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/sv/emservice.html

 

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

02.卒業・修了・退職後もメディアセンターをご利用いただけます 

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

卒業・修了・退職後も習志野メディアセンターの入館、所蔵資料の閲覧 

および貸出等のサービスがご利用いただけます。 

ただし、複写文献の取り寄せ等の MyOPAC サービス（オンラインサービス）は 

ご利用いただけません。 

 

なお、在学・在籍時に借りた資料は 3月 31 日までに必ず返却してください。 

 

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

03．3 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。 

 

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

04.文献管理ソフト Refworks のデータ移行のお願い 

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

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

メディアセンターでは、現在トライアル中の文献管理ソフト RefWorks の運用を 

4 月より予定しています。 

運用にあたり、改めてアカウントを取得してデータを移行していただく 

必要がございます。 

新たなアカウントの取得方法とデータ移行の方法につきましては、 

「データのバックアップと復元方法」をご確認ください。 

 

「データのバックアップと復元方法」 

 http://proquest.sunmedia.co.jp/toho/manual/backup.html

 

これから RefWorks をご利用になる方は、下記よりアカウントを作成してくださ 

い。 

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

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

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/sv/emservice.html
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05. SciFinderWeb の同時アクセス数が 4月 1日から 3になります 

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

SciFinderWeb の同時アクセス数はこれまで 2で運用してきましたが、 

4 月 1 日より 3に増加し、より快適にご利用いただけるようになります。 

なお、時期によっては利用が集中することもありますので、 

検索終了時には、すみやかに Sign Out をしてください。 

 

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

06.2011 年 新規・変更の電子ジャーナル、電子ブック、データベース情報 

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

本学で利用できる電子ジャーナル、電子ブック、データベースが、 

年初の契約変更等によりタイトルの入れ替えがありました。 

また、Nature の姉妹誌ほか、新規契約により利用可能になったタイトルを 

追加しました。 

詳細については「新規・変更電子リソース情報」をご覧ください。 

 

「新規・変更電子リソース情報」 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/ej/ej2011.html

 

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

07.医学書院の電子ジャーナル：Medical Finder トライアルのお知らせ 

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

Medical Finder とは医学書院が発行する雑誌の電子ジャーナルです。 

3 月 1 日からトライアルを開始しました。 

現在 30 誌以上をインターネット経由で閲覧できます（学内のみ）。 

これまで少なかった看護系の雑誌も 9誌閲覧できるようになりました。 

収載されている雑誌タイトルは「新規・変更電子リソース情報」をご覧くださ 

い。 

 

「新規・変更電子リソース情報」 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/ej/ej2011.html

 

医中誌 Web や PubMed の検索結果から、【Link@東邦大学】アイコン経由で 

全文へリンクしているほか、以下からアクセスできます。 

 

「東邦大学電子ジャーナル&電子ブックリスト」 

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

「医学書院ライブラリー」 

 https://top.islib.jp/bcs/li/toho-u/

 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/ej/ej2011.html
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/ej/ej2011.html
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https://top.islib.jp/bcs/li/toho-u/


注） 

電子ジャーナルは、雑誌の 1号を丸ごとダウンロードするような不適切な 

利用がありますと、全学的にサービスの利用が停止されますのでご注意 

ください。 

 

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

08．DVD をまとめて購入しました。どうぞご利用ください。 

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

学術系 DVD 

『病気の基礎知識 病気の成因・病態と治療』全 10 巻 

『目で見る医学の基礎 第 2版』全 13 巻 

『昆虫の世界』（BBC ドキュメント 100 シリーズ）全 5巻 バイリンガル版 

『21 世紀のバイオテクノロジー』全 4巻 英語版 

『大学生のための「エッセンシャル・ケミストリィ」』全 5巻 英語版 

 

映画 DVD 

 『大いなる遺産』『怒りの葡萄』『ハリーポッターと秘密の部屋』 

 『アバター』『チャーリーとチョコレート工場』など 

 

その他 

『プロフェッショナル 仕事の流儀』全 60 巻 

「ウェブデザイナー 中村勇吾の仕事 : ワンクリックで、世界を驚かせ」 

「農家 木村秋則の仕事 : りんごは愛で育てる」 

「量子物理学者 古澤明の仕事 : バントをするなホームランを狙え」 

「中学教師 鹿嶋真弓の仕事 : 人の中で 人は育つ」など 

 

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

09.オーダーメイドの講習会を開催いたします 

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

習志野メディアセンターでは皆様のご要望に合わせて各種講習会を開催 

いたします。 

メディアセンターのオンラインサービスの使い方、電子ジャーナルの使い方、 

論文検索データベースの使い方、レポートを書くための資料の収集方法、 

収集した論文の管理方法・・・などなど。お一人様から承ります。 

お気軽に「調査研究支援部門」（メディアセンターカウンター）まで 

ご相談ください。 

 

調査研究支援部門(橋本・黛) 

内線：5207 

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

10. 第 8 回習志野メディアセンターギャラリー展示 

  『Our Asian Cousins』細田凱子氏 写真展 開催中 

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

習志野メディアセンターギャラリー（3階 回廊）にて 

『Our Asian Cousins』細田凱子氏 写真展を開催しています。 

美しい花を求め、世界をまたにかけ飛び回る細田氏のアジア紀行、 

今回は人物写真を中心に展示致します。 

カゴいっぱいの野菜を売る少女。色とりどりの刺繍の衣装に包まれて、 

はにかむ笑顔をカメラに向ける少女たち。 

アジアの国々で出会った人々とその暮らしの一篇を、 

鮮やかにシャープに描き出します。 

 

展示期間：2011 年 3 月 14 日（月）～2011 年 4 月 18 日（月） 

展示場所：習志野メディアセンター（3階 回廊） 

 

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

11. 月刊 マキシマム！ 第 13 回 むし 開催します 

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

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

今回は、木々や花、生きものたちの活動し始める季節 

『春』にむけて「虫」をテーマに資料を紹介します。 

Web 版は先行で下記の URL よりご覧いただけます。 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/2011-vol13.html

 

展示期間：2011 年 3 月 28 日（月）～2011 年 4 月 15 日（金） 

展示場所：習志野メディアセンター３階回廊付近 

 

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

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01. マルチメディアルームでの印刷は枚数の上限があります 

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

マルチメディアルームをご利用の学生の皆さま、PC からの印刷は 

年間で 600 枚までとなっています。大量の資料は USB メモリーに 

保管したり、複数ページを 1枚に印刷するなどして、紙の節約を 

お願いします。 

 

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

02. メールでのお知らせを行っています 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/
http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/2011-vol13.html


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

大学からのお知らせは、ポータルサイトの WEB 掲示板のほかに、 

大学から貸与したメールアドレスへ配信することがあります。 

日々メールを確認することをお願いします。 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

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


