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

 

【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．メディアセンター図書の分類変更作業の進捗状況 

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

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

 前回の予告どおり、８月～１１月末までの予定で、習志野メディアセンター 

所蔵図書の分類変更作業が進行しています。現在は、図書のラベルの貼替え作 

業を中心に行っていますが、１０月半ばより新分類により図書を配架するため 

の移動作業が本格的に始まります。 

 利用者の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、今しばらくご容赦、ご協力く 

ださるよう、お願いいたしますい。 

 

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

02．習志野メディアセンター前の駐輪禁止について 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2007.htm#2007/8/31_1 

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

 習志野メディアセンター入口の階段の下および中央道路に面した部分は、習 

志野キャンパスの整備方針に従い、駐輪禁止といたしました。 

 駐輪を禁止された場所に置かれた自転車は移動します。 

 学生・教職員の協力により、キャンパスのすっきりした景観作りをしたいと 

思いますので、ご協力をお願いいたします。 

 

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

03．マルチメディアスタジオ機器の故障について 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2007.htm#2007/8/31_2 

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

 マルチメディアスタジオの機器をコントロールする PC が故障し、機器類のコ 

ンソールからの自動操作が出来ない状況にあります。現在修理を依頼中ですが、 

PC が旧式のため作業に手間取っています。 
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 プロジェクタ等、手動で使用できる機器もありますが、代替施設があるよう 

でしたら、暫くそちらを利用くださるようお願いいたします。 

 

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

04．研究室単位、授業の一コマを使った講習会の申込のご案内 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/chosa/annai2007_03.htm 

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

 論文検索データベース・電子ジャーナルを中心に講習会を開催します。現在 

申し込み受付中です。 

 講習会には、研究室を単位として開催するものと、授業の一コマを使って開 

催するものの２種類があります。 

 詳しくはホームページをご覧ください。 

 

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

05．第 3回 メディアネットセンター アカデミックセミナー 

  「SciFinder Scholar」講習会のご案内 

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

 化学を中心とする医薬、生化学、物理、工学等の科学情報を検索できる、世 

界 大のデータベース「SciFinder Scholar」の機能を充分ご理解いただくため 

の講習会を、社団法人化学情報協会より講師をお招きして開催します。 

 

   日時：２００７年１１月１４日（水）１５時～   

   場所：習志野メディアセンター／マルチメディアスタジオ  

   講師：社団法人化学情報協会 橋永麻緒 

 

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

06．連載 月刊センター長！ 2007 年 10 月号リリース 

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

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

 2007 年 4 月号からスタートした『月刊センター長！』の 7回目がリリースされ 

ました。 

 今回は、習志野メディアセンターの資料貸出統計を、センター長の視点から 

分析しています。 

 

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

07．新刊書紹介 第 1回：平嶋義宏著「生物学名辞典」 

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

生物学名辞典 
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平嶋 義宏 著 （東京大学出版会 2007.7） 

ISBN 978-4-13-0602150 

分類 460.3/Hi 

 

 本書の著者は「まず『読み物』として通読して頂きたい。任意の章を選んで 

読んでくだされば結構である。読者は、その中で、学名に用いられている古典 

語の用語の多さに一驚し、同時にその表現の面白さにひかれるに違いない」と 

記しています。 

 パラッとページをめくると、動物や植物の写真や図版が目に飛び込み、また 

119 項目ある「囲み記事」は、学名に関するエピソードを紹介していて、生物学 

の門外漢でも楽しめる内容が満載です。 

 索引は約 35,000 語を収録し、動物、植物、微生物などの学名の語源と意味を 

詳しく解説しています。 

 同じ著者の手になる、既刊の『生物学名概論』が『概説』にあたり、『各論』 

に相当するのが、この『生物学名辞典』とのことです。 

 分類学を志す方は、どちらも必読です。学名に興味ある方は、気楽に手にと 

りページをめくってみてください。 

 

以下は、習志野メディアセンターが所蔵する著者の類似本です。 

生物学名概論（東京大学出版会 2002.10）460/Hi 

学名の話（九州大学出版会 1989.9）486/Hi 

蝶の学名：その語源と解説 新版（九州大学出版会 1999.10）486/Hi 

 

 

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

【 メディアネットセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．『旧陸軍測量図（佐倉・習志野・下志津地区）』を公開 

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

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

 佐倉、習志野、下志津を中心とする戦時中の測量図を、東邦アカデミックア 

ーカイブス（TOHO Academic Archives）として公開しました。Flash 技術を用い 

た、地図・標本等一枚もの学術資料をデジタル化し、公開するのためのプロト 

タイプとして開発したものです。 

 ご覧いただき、同様にデジタル化を希望する学術資料をお持ちの方は、メディ 

アネットセンターまでご連絡ください。 

 

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

02．電子ジャーナルリストの更新 
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  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/ej/index.htm 

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

 本学で利用できる電子ジャーナルのタイトルが増加しました。主な内訳は以 

下の通り。 

 

 ・無料公開誌（Journal@rchive を中心に） ：８４誌追加 

 ・メディカルオンラインを中心に     ：１９誌追加 

 

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

03．第 4回三学部同学術集会の実施要項が決定 

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

 今年度で 4回目の開催となる『三学部合同学術集会』の実施要項が決まりまし 

た。以下の通りです。 

 

 日時：２００７年１２月８日（土）１３時～１８時３０分   

 場所：習志野メディアセンター／マルチメディアスタジオ  

 内容：第 1部 学部館共同研究のプロセス及び研究成果（プレゼンテーション） 

    第 2 部 共同研究のパートナー探し・提案（プレゼンテーション） 

 

 

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

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01. ALL 東邦の教育研究ネットワークの高速化について 

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

 8 月 18 日（土）に ALL 東邦の教育研究系ネットワークが高速化されました。 

ALL 東邦内の大森－習志野を結ぶネットワーク以外は低速（1.5M 程度）であっ 

たため、時間帯によりネットワーク回線が遅いという意見があがっていました。 

このネットワークを新しく切り替えすることにより、すべての拠点のネットワ 

ークが高速化（100MBPS）されました。 

 

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

02．メールサーバトラブルの報告について 

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

8 月 6 日以降、メール送受信の遅延と一部メールデータの紛失が発生し、ご迷惑 

をおかけしました。今後、同じトラブルが再発しないように善処いたします。 

【障害】 

(1)8 月 6 日継電器試験後、メール配送が停止(18:30～)。 

   SPAM メール対策サーバの再起動により復旧 
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   【原因・対応】→SAPM メール対策サーバの不具合(再起動が不安定)。サ 

                      ーバ機器の交換。 

(2)8 月 18 日メール配送が停止(18:30～)、一部メールデータの紛失。 

   8 月 20 日メールサーバの再起動(～8:30)により配送は復旧。 

   【原因・対応】→メール配送に伴うサーバ中継の段階で中継サーバに高 

                      負荷・フリーズが発生。 

                      中継サーバは、新規サーバでシステム再構築を行い現 

                      在交換済み、稼働中。 

(3)8 月 21 日メール遅延から停止(11:30～16:30) 

      【原因・対応】→メールウィルスチェックサーバの S/W がダウン。再起 

                      動で復旧。 

【今後の対応予定】 

   ①メール配送に関して、配送の「バックアップ構成」を組み込み、停止 

   しないメール配送環境を構築します。 

   (現在、随時バックアップ構成へ移行中)。 

  ②システム面対策を強化するのと併せて、障害対応手順の確認を含めた 

   職員教育を徹底し、障害発生時の被害の 小化に努めます。 

 

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

03．■■今月のセキュリティーTIPS【Vol.2 フィッシング詐欺】■■ 

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

フィッシングによる詐欺被害が増えています。悪意のあるものが送信元を偽っ 

て送るフィッシングメール、またはそこから誘導される偽サイト（フィッシン 

グサイト）に十分にご注意ください。安全なサイトか否かを見分けるポイント 

についてご紹介します。 

 

※各項目の詳しい解説はこちら  

http://www3.toho-u.ac.jp/com/security_tips02.pdf 

 

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

04．施設利用状況（2007 年 8 月） 

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

(1)マルチメディアルーム全体の合計  

 総利用者数 3,991 人（薬学部 1,927 人、理学部：2,064 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：15 人（教員：9人、事務職員 6人、その他 0） 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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05．セキュリティ対策（2007 年 8 月） 

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

(1).Mail 用ウィルスチェック集計(8 月) 

 検知駆除したウィルスの総数 ： 222 件 

 検知駆除したウィルスの種類 ： 19 種 

 学外から学内への感染メール駆除 ： 181 件 

 学内から学内への感染メール駆除 ： 22 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  ： 2,065 件 

(3).迷惑メール(スパム)対策の集計 

 スパムメール数（許可タグ付） ： 784,405 件（全体の 57%） 

 正常メール数（許可）  ： 581,262 件（全体の 43%） 

 メール総数   ： 1,367,667 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

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


