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

 

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

01.習志野メディアセンター利用に関するお願い 

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

 

秋学期試験期間中は、習志野メディアセンター内の混雑が予想されます。 

より多くの方に快適にご利用いただけるよう、以下のルールをお守り下さい。 
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・かばん、バック等は閲覧席に放置しないでください 

 メディアセンターでは席取り行為を認めておりません。 

・貴重品は必ず携帯してください。（短時間でも机等に置かない） 

・許可された形態の飲み物（水筒、蓋のできるボトル）以外の飲食は 

 禁止です。 

 

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

02.ICカードで利用できる多機能なカラー複合機を導入しました 

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

 

■設置場所 

  2階情報調査室 

■利用できるサービス 

 ・コピー 

   基本コピーをはじめ両面コピー等が利用できます。 

 ・文書プリント（USBからの印刷） 

   USBメモリーに保存した PDFファイルを B5サイズ～A3サイズで印刷できま 

   す。 

 ・スキャン（USBへの保存） 

   A3サイズまでの文書を USBメモリーに保存できます。 

   ファイル保存形式は PDF・JPEG・TIFFから選べます。 

■利用料金 

  コピーと文書プリントは有料です。 

  モノクロ： 8円/枚 

  カラー ：40円/枚 

■支払い方法 

  ICカード（学生証・職員証）にチャージ（入金）した電子マネーで利用で 

  きます。 

  ※現金はご利用いただけません。 

■ICカードへのチャージ（入金） 

 ・チャージ機の設置場所 

   習志野学事部内，証明書発行機に併設されたチャージ機でチャージして 

   ください。 

 ・チャージできる時間 

   平日 8:45-17:00 土曜 8:45-13:30 



 

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

03.年末年始の開館時間について 

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

 

年末年始（12月 27日～1月 3日）の開館時間は以下の通りとなります。 

1月 4日以降は通常開館に戻ります。 

 

12月 27日（金）休館 

12月 28日（土）8:45-17:00 

12月 29日（日）～1月 3日（金）休館 

 

当月と来月の開館情報は習志野メディアセンターの HPから確認できます。 

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

 

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

04.「月刊マキシマム！」“温かいモノ・コト”を開催します 

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

 

"温かいモノ・コト"をテーマに「月刊マキシマム！」Vol.20を開催予定です。 

テーマに関連する所蔵資料を集めて 3階回廊付近で展示するほか、 

Web版では展示資料の紹介も掲載します。ぜひご覧ください。 

 

日時：2013年 12月 16日(月)～2014年 1月 13日(月) 

場所：習志野メディアセンター3階回廊 

 

詳しくは下記をご覧ください。 

 http://tohonmc.blogspot.jp/2013/12/vol.html 

 

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

05.保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます（1月 20日～2月 2日） 

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

 

習志野メディアセンターで購読している雑誌や寄贈された雑誌のうち、 

保存期間を過ぎた雑誌を、先着順にご希望の方に差し上げます。 

 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/
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日時：2014年 1月 20日（月）～2月 2日（日） の開館時間中 

場所：メディアセンター 入口付近 

 

詳しくは下記をご覧ください。 

「保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます（2014年 1月 20日～2月 2日）」 

 http://tohonmc.blogspot.jp/2013/12/201412022.html 

 

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

06.ブラウジングコーナーの雑誌が充実します 

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

 

ブラウジングコーナー(3階回廊)に、新たに 2014年刊行分から以下の雑誌が加 

わります。 

 

新規購読タイトル：4タイトル 

『このは』（文一総合出版） 

『子供の科学』（誠文堂新光社） 

『理科の探検』（株式会社文理） 

『Training Journal』（ブックハウス・エイチディ） 

 

配架場所変更※タイトル：3タイトル 

『Nature』 

『Science』 

『Scientific American』 

※上記 3タイトルは従来は 3階の新着雑誌室に配架されていましたが、 

 過去 1年分も含めてブラウジングコーナーに移動します。 

 

今後も気軽に読んで役に立つ雑誌を収集して参りますので、 

どうぞご利用ください。 

 

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

07.4学部合同学術集会開催のお知らせ 

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

 

毎年恒例の第 10回 東邦大学 4学部合同学術集会を、今年度は大森キャンパスで 

開催します。 

http://tohonmc.blogspot.jp/2013/12/201412022.html


口頭発表およびポスター発表への応募お待ちしております。 

みなさん奮ってご参加ください。演題募集の詳細は追ってお知らせいたします。 

 

開催日：2014年 3月 1日（土） 

場所：東邦大学 大森キャンパス 

問い合わせ： 東邦大学医学メディアセンター 児玉 

           メール mc-drs@mm.toho-u.ac.jp 

           電話   03-5763-6531 

 

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

08.Henry Stewart Talks: The Biomedical & Life Sciences Collection 

  トライアル中です(2014年 1月 31日まで) 

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

 

Henry Stewart Talksはノーベル賞受賞者を含む世界的に著名な研究者・専門 

家のオンライン・セミナー（ビデオ・オーディオのトーク）が視聴できるサー 

ビスです。ぜひご覧になり、ご意見をお聞かせください。 

 

 PCだけでなく、スマートフォンやタブレット端末からも試聴できます。 

 コンテンツ数は 1,500以上あり、毎月約 15ずつ増えていきます。 

 

トライアル期間：2013/10/28～2014/1/31 

 http://www.hstalks.com/access/ 

  ※「Series」のボタン（画面上部 ３つ目のタブ）をクリックして頂くと 

  包括的なシリーズ一覧が表示されます。 

 

詳細はこちらからご確認ください。 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/img/hst.pdf 

 

問い合わせ先： 

 メディアセンター電子情報部門 mc-drs@mm.toho-u.ac.jp 

 

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

09.TOHO Searchが 2014年 1月 8日に正式公開になります！ 

---------------------------------------------------------------------- 
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今までベータ版だった「TOHO Search」が、1月 8日(水)に正式公開となります 

！ 

「TOHO Search」は、インターネット上の公開されている信頼のおける 

様々な学術情報を集約して提供する検索ポータルです。 

 

東邦大学が契約している電子ジャーナル、電子ブック、データベースなどにつ 

いてもまとめて検索することができます。 

今後も、CiNiiや JDreamIIIなど新たな情報を追加予定です。 

 

また Googleなどとは異なり、検索結果を自分の目的に応じて絞り込むことが 

できる多彩なツールも取り揃えています。 

 

何かヒントがほしいとき、どのように情報を探したらよいか迷ったとき、 

まずは「TOHO Search」を使ってみてください。 

正式公開にあわせ、便利な使い方を紹介する楽しいお知らせもお配りする予定 

です。お楽しみに！ 

 

・TOHO Search 

 http://toho.summon.serialssolutions.com/ 

 

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

10.ご存知ですか？学術リポジトリのこと 

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

 

学術リポジトリとは、本学の学術成果を公開している 

インターネット上のデータベースです。 

 

2013年 3月 23日に正式公開し、2013年 11月末日現在、「東邦医学会雑誌」を 

はじめとした学内出版雑誌や、本学教員が執筆した雑誌掲載論文のほか、 

学位論文、本学学祖額田先生の御実家の額田家から寄贈された和装本を 

デジタル化したコンテンツ等、570件（論文 295件）を公開しています。 

 

10月には合計 3,500回のダウンロードがあり、 

1論文あたり 13.4回/月 利用されている計算になります。 

 

教員のみなさまは、教育・研究業績データベースを通じて、 

http://toho.summon.serialssolutions.com/


学術リポジトリで論文の公開が行えます。 

学術リポジトリで論文を公開し、研究成果の可視化をしてみませんか? 

 

・東邦大学学術リポジトリ 

 http://rep.toho-u.ac.jp/ 

・2013年東邦大学学術リポジトリ利用統計 

 http://rep.toho-u.ac.jp/modules/xoonips/detail.php?item_id=260 

・東邦大学学術リポジトリ正式公開のお知らせ[PDF] 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/doc/tohoIRflyer_2013may.pdf 

 

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

11.20世紀メディア情報データベースが利用可能です！ 

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

 

第二次世界大戦後の占領期(1945年-1949年)に刊行された国内雑誌・新聞情報 

のデータベース「20世紀メディア情報データベース」が利用可能となりました。 

 

こちらからご利用いただけます。 

・20世紀メディア情報データベース 

 http://20thdb.jp/top 

 

[データベースの概要] 

第二次世界大戦後、日本を占領していた連合軍総司令部(GHQ)が占領政策の 

一環として メディア検閲を行いました。検閲の対象となった貴重な資料は、 

保存に尽力した大学教授の名前からプランゲ文庫と命名され、 

メリーランド大学で保管されています。 

 

20世紀メディア情報データベースは、プランゲ文庫の雑誌・新聞の 

掲載された全記事、合計 3,226,180レコードが収録されています。 

 

・20世紀メディア情報データベース概要 

 http://20thdb.jp/outline 

 

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

12.試験期間中の早朝開館およびスタジオ開放について 

---------------------------------------------------------------------- 
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定期試験の実施に伴い、以下の日程で、平時より 30分早く開館いたします。 

閉館時間は通常通り（平日 21時、土日祝日 17時）です。 

 

・早朝開館期間：1月 6日（月）～1月 31日（金） 

・早朝開館実施日：期間中の平日および土曜日 

・開館時間：8時 15分 

 ※1月 18日(土)はセンター入試のため閉館いたします。 

 ※日曜・祝日は 8時 45分に開館いたします。 

 

また、上記期間中は、講義・会議等による利用予定がない時間帯に限り、 

メディアセンター入口のスタジオも開放いたします。合わせてご利用下さい。 

 

・スタジオ開放日：期間中の平日。 

・スタジオ開放時間：8時 15分～17時の間で適宜。 

 ※土・日・祝日はスタジオの開放を行いません。 

 

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

13.試験期間中は、時間入替制による閲覧席を用意します 

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

 

定期試験期間中は、閲覧席が混雑しますので、3階閲覧室の一部に時間入替制 

に 

よる閲覧席を用意します。 

 

利用方法について 

・カウンターで申込み手続きをお取りください。その際、学生証が必要です。 

・時間入替制の対象席は、3階閲覧室内の個人用キャレル 40席です。 

 

利用時間について 

・一回につき 3時間まで。予約者がいなければ、継続して利用できます。 

 

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