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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 

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

 ８月～１１月末までの予定で作業を行っていた、所蔵図書の分類変更は１１ 

月の第２週で終了し、館内利用は既に通常のサービス体制に復帰しました。 

 皆様のご協力により作業は順調にすすみ、予定より若干早く終了できました。 

ご協力に感謝いたします。 

 資料の配置等が以前と異なっています。館内係員に遠慮なくお尋ねください。 

 

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

02．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では、機器をコントロールする PC が故障し、現在プ 

ロジェクタ等が使えない状況にあります。PC の修復ができない事が分かり、来 

年度の予算で新しいコンソールと老朽化した機器の更新をすることで、対処す 

る予定です。 

 ご迷惑をお掛けしていますが、マルチメディアスタジオの通常の利用への復 

帰は来年４月以降となります。 

 

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

03．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 

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

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

 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 

界最大のデータベース「SciFinder Scholar」の機能を充分ご理解いただくため 
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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）１３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  

   講師：社団法人化学情報協会 橋永麻緒 

 

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

04．『月刊センター長！』１１月号公開 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/column/2007-11-1.html 

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

 好評連載中の『月刊センター長！』１１月号で、（１）習志野メディアセン 

ター新入職員、（２）ネットワークセンターの仕組みと仕事が紹介されました。 

 

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

05．習志野メディアセンター３階回廊にピクチャーレール設置 

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

 習志野メディアセンター３階の回廊に、ピクチャーレールを設置しました。 

 写真や絵画、学術資料の標本等を展示できます。一週間を単位として、利用 

を受け付けます。教育・学習やクラブ活動・趣味の発表にご利用ください。 

 

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

06．新刊書紹介 第 2回:山根恒夫、松永是、民谷栄一監修「ナノバイオ大事典」 

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

ナノバイオ大事典=Comprehensive nano bio handbook 

 

山根恒夫、松永是、民谷栄一 監修 （テクノシステム 2007.1） 

ISBN 9784924728004 

分類 464.1/Na 

 

 本書の中で「ナノバイオロジーという名称と概念は日本発のオリジナルなも 

のである」と記されています。 

 １メートルの１０億分の 1のスケールが「ナノ」です。「日本人の『小さいも 

の』への志向・嗜好・思考の傾向が、日本の得意とする分野（あるいは得意と 

してよい分野）である」と著者は言っています。 

 ナノバイオは他の多くの異分野との融合で、そこで使われる概念や用語は異 

なる科学技術分野のそれと同じこともあれば、今までにない独自の新しい概念 

や用語の場合もあるようです。 

 ナノバイオは今大きく注目を浴びていて、関連の書籍は数多く出版されてい 

ますが、ナノバイオの文献には、既存の一学問分野の用語事典には収録されて 
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いない用語が多く使われているため、研究者は文献を読む際にそれらの理解に 

非常に苦しんでいました。 

 研究者や学生のこのような困難や苦悩を軽減するために企画された本書は、 

ナノバイオ（＝ナノバイオロジー ＋ ナノバイオテクノロジー）の分野の研 

究を事典形式でまとめ、研究者・学生・初心者にも役立つ良書です。どうぞご 

利用ください。 

 

以下は、習志野メディアセンターが所蔵する「ナノバイオ」関連の図書の一部 

です。 

 

ナノバイオ計測の実際/三原久和 他編（講談社 2007.5）579.9/Mi 

ナノバイオ入門：ナノバイオロジーとナノバイオテクノロジー/嶋本伸雄編 

       （サイエンス社 2005.4）579.9/Sh 

ナノバイオ用語事典/石原直 他監修；山科敦之編（オーム社 2005.3）579.903/Na 

ナノバイオエンジニアリング：生命と物質の融合をめざして/杉本直己編 

       （化学同人 2004.3）579.9/Su 

 

 

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

【 メディアネットセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．バーチャルラボラトリ「花粉症 learning」が１０万アクセス 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/v-lab/kafun/index.html 

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

 ２００３年３月にスタートしたバーチャルラボラトリ「花粉症 Learning」の 

トップページへのアクセス数が、１０月２４日に１０万件を越えました。毎週 

新しいデータを掲載する、担当された佐橋先生のご努力によるものです。また、 

1０万アクセスは、バーチャルラボラトリとしては２件目の快挙となります。 

 

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

02．第 4回三学部同学術集会の開催 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/open_doc/toho3/joint3.html 

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

 今年度で 4回目の開催となる『三学部合同学術集会』が以下のとおり開催され 

ます。何方でも参加できます。 

 

 日時：２００７年１２月８日（土）１３時～１８時３０分   

 場所：薬学部Ｃ棟３０２教室  

 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） 
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    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．第 4回 メディアネットセンター アカデミックセミナー 

  初心者向け 情報セキュリティ対策セミナー Vol.1 

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

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

 インターネットは私たちに快適な暮らしをもたらしてくれる一方、パソコン 

への不正アクセスや個人情報の漏洩などのニュースを耳にすることも多くなり 

ました。 

「情報セキュリティって？」という基本的な概念や、みなさん個々で今日から 

できる対策などを中心に、初心者の方にも分かりやすくご説明します。どうぞ 

お気軽にご参加ください。 

 

 日時：２００７年１１月２８日（水）１４時～ 

    ２００７年１２月０５日（水）１４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：ネットワークセンタースタッフ 

 

（今後の予定） 

* 初心者向け Vol.2 ウィルス・スパイウェア・フィッシング詐欺について 

* 中級者向け Vol.3 無線 LAN のセキュリティと実際の設定方法 

 

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

02. 学内無線 LAN 認証の開始について 

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

 10 月 22 日より、学内の無線 LAN を利用する際にユーザー認証が必要となった。 

この結果、学内のユーザーID・パスワードを取得していないユーザーは、無線 

LAN を利用することができなくなった。電波を傍受する第三者からの不正な無線 

LAN アクセスを禁止できるようになった。 

 

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

03．無線 LAN 利用エリアの拡大 

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

2007 年 9 月より、学生ラウンジでも無線 LAN の利用が可能となった。持ち込み PC 

台数の増大にともない、今後も無線 LAN 利用エリアを順次拡大していく予定。 
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---------------------------------------------------------------------- 

04．■■今月のセキュリティーTIPS【Vol.3 Windows Update について】■■ 

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

 みなさんの使用しているコンピュータのセキュリティーを保つために、”Wi 

ndows Update”は定期的に必ず行いましょう。毎回、手動で行うのは面倒とい 

う方は"アップデートの自動更新"を有効にすれば、アップデートを自動で行う 

こともできます。自分のパソコンは自分で守るという意識が大切です。 

 

※各項目の詳しい解説はこちら  

http://www3.toho-u.ac.jp/com/security_tips03.pdf 

 

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

05．施設利用状況（2007 年 9 月） 

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

(1)マルチメディアルーム全体の合計  

 総利用者数 7,368 人（薬学部 2,154 人、理学部：5,214 人） 

 

(2)ネットワークサポートデスク利用状況 

 稼動日数:22 日、 総利用者数：17 人（教員：4人、事務職員 13 人、その他 0） 

 

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

06．セキュリティ対策（2007 年 9 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 ： 167 件 

 検知駆除したウィルスの種類 ： 15 種 

 学外から学内への感染メール駆除 ： 133 件 

 学内から学内への感染メール駆除 ： 34 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  ： 3,368 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） ： 937,404 件（全体の 63%） 

 正常メール数（許可）  ： 545,255 件（全体の 37%） 

 メール総数   ： 1,491,659 件 

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

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


