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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 13 日（金）～8月 3日（金） 

 変更期間の開館時間：8時 30 分～21 時（日曜日を除く） 

   ただし、8月 3日（金）は 17 時閉館 

 

 日曜日および 8月 4日（土）以降は、通常の開館時間に戻ります。 

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

 

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

02．日本大学生産工学部、千葉工業大学図書館の 7月、8月の利用について 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2007.htm#2007/6/29_2 

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

 7 月 1 日（日）～7月 31 日（日）までの期間、日本大学生産工学部及び千葉工 

業大学が試験期間となるため、図書館の利用が制限ざれます。 

 また、両校の夏期休暇中の開館時間、閉館日等は各図書館ホームページ、カ 

ウンターで確認してください。 

 

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

03．メディアセンター図書の分類変更作業が始まります 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2007.htm#2007/7/17 

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

 8 月～11 月末までの予定で、習志野メディアセンター内の図書の分類変更作 

業を行います。通常通り開館しての作業となりますが、部分的な使用制限が生 
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じます。長期にわたり、ご不便をお掛けしますが、ご理解、ご容赦くださるよ 

うお願いいたします。 

 作業の進捗等は随時、館内掲示、ホームページにてお知らせする予定です。 

 

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

04．習志野メディアセンター長のコラム『月刊 センター長』がスタート 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/column/2007-04.html 

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

 山内習志野メディアセンター長のコラム『月刊 センター長』のホームペー 

ジへの掲載が始まりました。図書館、メディアセンターを巡る話題を毎月ご紹 

介いたします。ご期待ください。 

 

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

05．「日本カメラ」の購読を開始 

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

 月刊雑誌「日本カメラ」の購読を始めました。 

 メディアセンター3階のブラウジングコーナーに配架しています。 

 カメラや周辺機材の新製品情報に加え、写真家の口絵作品を楽しめますので、 

どうぞご利用ください。 

 

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

06．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 13 日に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 

 ・習志野メディアセンターの蔵書構築指針／収書基準／除籍基準案の承認 

 ・電子ブックの導入について意見交換 

 ・バーチャルラボラトリ、e-Learning の新コンテンツ 

 

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

07．理学部教室蔵書点検最終報告 

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

 昨年 9月より実施してきた、理学部教室蔵書の点検作業が終了しました。 

 詳細は以下の通りです。 

 

    点検作業期間       ：2006 年 9 月～12 月 

    「不在」データの確認作業 ：2007 年 2 月～4月 
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    理学部教室所蔵資料    ：29,500 冊 

    バーコード貼付資料    ：13,000 冊 

    所在が確認できなかったのも：3,550 冊（点検対象の 12%） 

 

 

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

【 メディアネットセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．「今日の診療 WEB 版」の提供を開始 

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

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

 医学書院発行の下記の書籍が収録された電子ブックです。図表、写真等、約 

12,000 点を収録し、総解説項目は 60,000 以上です。関連する記述にはハイパー 

リンクが張ってあり、瞬時に必要な項目にアクセスできるようになっています。 

【収録書籍】 

 今日の診断指針、 今日の整形外科治療指針、 今日の小児治療指針 

 救急マニュアル、 臨床検査データブック、  治療薬マニュアル 

 新臨床内科学、  医学書院医学大辞典、   今日の皮膚疾患治療指針 

 内科診断学 

 

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

02．『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 

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

 『メディアネットセンター アカデミックセミナー』（通称 MNC アカデミッ 

クセミナー）は、メディアネットセンター主催の研修やセミナーの統一名称で 

す。本年度より、皆さまの興味あるテーマをタイムリーに取り上げ、継続して 

開催いたします。どうぞご期待ください。 

 

2007. 7. 4 第 1 回 「EndNote Web」講習会 

2007.07.11 第 2 回 初心者向けセキュリティ講習会    以上、開催済み。 

 

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

03．東邦大学研究業績集に 2005 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、2005 年度の業績データ 6,994 件が追加されました。 

 2001 年度から 5年分の研究業績 33,545 件が検索できます。 
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---------------------------------------------------------------------- 

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』完成 

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

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

 薬学中央機器室の大島曜子先生、理学部・生物分科学科の渡邊総一郎先生が 

担当した、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』が完成し、公開されました。Flash Player のインストール 

された PC があれば、誰でも利用できます。アニメーションを多用した、分り易 

いガイドを目指しました。 

 また、年度内完成を目指し、改定版の作成も予定しています。 

 

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

05．バーチャルラボラトリ『有機化学は面白い』を公開 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/eb.htm 

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

 薬学部薬品製造学の横山先生担当のバーチャルラボラトリ『有機化学は面白 

い』が、14 本目のコンテンツとして公開されました。化学構造式満載、研究室 

の薬品の匂いまで感じられる内容です。 

 また、今後は、掲示板やブログと連動した双方向コンテンツとして、進化を 

続ける予定です。 

 

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

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 15 日にメディアネットセンター運営委員会が開催された。 

 報告、協議事項は以下の通り。 

 ・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 

 ・バーチャルラボラトリ、e-Learning の新規改札案件について 

 ・第四回３学部合同学術集会の開催について 

 

 

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

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01. 情報セキュリティー対策 「PC 棚卸調査」の実施について 

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

 情報セキュリティー委員会にて検討してきた「情報セキュリティー対策実施計 

画」に基づき、「PC 棚卸調査」を６月下旬から順次実施しています。 
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各学部・所属に協力いただき順次作業をお願いしています。 

現在、付属中高・習志野学事部・習志野メディアセンターが進行中で、システ 

ムについての大きな問題は出ていない状態です。 

 調査のご依頼が行きました際にはよろしくお願いします。 

 

（学内情報セキュリティー対策サイト） 

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

 

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

02．ネットワークセンターWeb サイトリニューアル 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nwc/hp/ 

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

 ネットワークセンターのサイトをリニューアルいたしました。ネットワーク 

センターの活動計画、ネットワークの構成、セキュリティー対策の情報、セキ 

ュリティーの統計などの情報を随時更新しております。 

 是非、ご覧ください。 

 

（ネットワークセンターWeb サイト） 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nwc/hp/ 

 

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

03．■■今月のセキュリティーTIPS【Vol.1 無線 LAN のセキュリティ】■■ 

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

無線 LAN をご利用方へ、あなたの部屋の無線 LAN のセキュリティーは大丈夫ですか？ 

あなたの設置した無線 LAN が勝手に使われている可能性があります。 

下記ポイントでチェックしてみてください。 

 

1.無線 LAN アクセスポイントの SSID を”非公開”に設定している（Yes/No/わからない） 

2.通信の暗号化を行っている（Yes/No/わからない） 

3.WEP 方式＊以外＊で暗号化している（Yes/No/わからない） 

4.登録した MAC アドレスのみ接続が可能である（Yes/No/わからない） 

5.1-4 の質問の意味を理解できる（Yes/No） 

 

Yes が 4-5 個の方、セキュリティーレベルは高いです。 

Yes が 2-3 個の方、やや危険です。 

Yes が 0-1 個の方、とても危険です。ご相談ください。 

 

※各項目の詳しい解説はこちら  

http://www3.toho-u.ac.jp/com/security_tips01.pdf 
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---------------------------------------------------------------------- 

04．施設利用状況（2007 年 6 月） 

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

(1)マルチメディアルーム全体の合計  

    総利用者数 19,154 人（薬学部 5,111 人、理学部：14,043 人） 

 

(2)ネットワークサポートデスク利用状況 

 稼動日数:24 日、 総利用者数：14 人（教員：2人、事務職員 11 人、その他 1） 

 

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

05．セキュリティ対策（2007 年 6 月） 

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

(1).Mail 用ウィルスチェック集計 

 検知駆除したウィルスの総数 ： 243 件 

 検知駆除したウィルスの種類 ： 22 種 

 学外から学内への感染メール駆除 ： 193 件 

 学内から学内への感染メール駆除 ： 50 件 

 学内から学外への感染メール駆除 ： 0 件 

(2).不正アタック対策の集計  ： 6,360 件 

(3).迷惑メール(スパム)対策の集計 

 スパムメール数    ： 701,716 件（全体の 59%） 

 正常メール数   ： 493,737 件（全体の 41%） 

 メール総数   ： 1,195,453 件 

 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

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


