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【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．借りられる本の冊数が学部生 6冊、院生 10 冊に増えます 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2008.htm#2008/12/27 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/info/riyou-kashidashi.html#kashidashi 

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

 2009 年 1 月 5 日から、学部生、院生を対象に、以下の通り貸出冊数の制限緩和 

を試行します。一年ほど試行を継続し、利用状況を勘案し、利用規則の変更を 

検討する予定です。 

 

 ・学部生の貸出冊数上限 ３冊 ⇒  ６冊 

 ・院生の貸出冊数上限  ３冊 ⇒ １０冊 

 

 ＊貸出期間は２週間で従来通りです。 

 

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

02．春休み長期貸出の実施 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2008.htm#2009/01/22 

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

 2009 年 1 月 27 日から、学生、教職員を対象に、以下の通り春休み長期貸出を 

実施します。ただし、卒業予定者、大学院修了予定者、研究生、聴講生、科目 

等履修生、日大生産工学部・千葉工業大学の皆様の返却日は 3月 31 日です。 

 

 ・期 間：1月 27 日（火）～3月 26 日（木）  

 ・冊 数：学部生は 6冊、教職員・大学院生は 10 冊まで  

 ・返却日：4月 9日（木） 

 

 ＊卒業生、退職教職員は、通常通り 2週間の貸出となります。 

 



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

03．月刊マキシマム！「科学のこころを写真で伝える ～科学写真～」公開中 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/2009-01.html 

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

 月刊マキシマム！の 2009 年 1 月号は、「科学のこころを写真で伝える ～科 

学写真～」をテーマに「写真の示している内容的な価値に、なんらかの科学性 

をもっているもの」を、習志野メディアセンター所蔵資料から紹介しています。 

 

 ・展示期間：2009 年 1 月 22 日（木）～2009 年 3 月 6日（金） 

 ・テ ー マ：科学のこころを写真で伝える ～科学写真～ 

 ・場  所：習志野メディアセンター（3F 回廊） 

 

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

04．2009 年度新規購読雑誌 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2008.htm#2009/01/09 

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

 2009 年の習志野メディアセンター新規購読雑誌は以下の通りです。 

 

 ・Nature Chemistry  （3 階新着雑誌室） 

 ・日本燃焼学会誌  （3 階新着雑誌室） 

 ・廃棄物学会誌   （3 階新着雑誌室） 

 ・日経エコロジー  （3 階ブラウジングコーナー） 

 

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

05．写真部展示会を習志野メディアセンターで開催 

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

 本学写真部の写真展を下以下の通り開催します。 

 

 ・展示期間：2009 年 2 月 12 日（木）～2009 年 4 月 2日（木） 

       ＊最終日は 16 時までの展示 

 ・展示場所：習志野メディアセンター（3F 回廊） 

 

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

06．【サービス紹介１】習志野３大学図書館のサービス連携について 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/info/riyou-gakugai.html#riyou02 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/narashino3daigakukoumoku.htm 

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

 習志野メディアセンターが提供しているサービスについて、適宜紹介します。 

 習志野メディアセンターと日本大学生産工学部図書館、千葉工業大学図書館 



では、以下のような図書館サービスを相互に提供しています。それぞれ利用で 

きるサービスの詳細は、上記ホームページで確認してください。 

 

 ・学生証、教職員証の提示で 3大学図書館に入館、資料の利用 

  （コピー機の利用、館内 AV 機器の利用の可能） 

 ・利用を希望する図書館で手続きをすると、資料の貸出 

  （借りた資料の返却は、所属の図書館に返却も可能） 

 

 

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

【 メディアネットセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．電子ジャーナルページ更新のお知らせ 

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

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

 メディアセンターでは、2009 年に利用できる電子ジャーナルの整理作業を適 

宜実施しています。最新の状況は上記ホームページでご確認ください。主な変 

更点は以下の通りです。 

 

 ・Springer Online Journals Archive（1,121 誌）を追加 

 ・Karger 社のカレント分（112 誌）を追加 

 ・Karger 社のアーカイブ分（20 誌）を追加 

 ・Elsevier 社のアーカイブ分（有機化学分野 14 誌）を追加（2月以降利用可） 

 

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

02．MathSciNet の提供開始 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2008.htm#2008/12/26-1 

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

 2008 年 12 月 26 日から、MathSciNet の提供を開始しました。米国数学会が作成 

する、世界の数学文献をカバーした包括的な書誌・レビューデータベースです。 

 

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

03．Web of Science の過去データ (1900 年～）の 3ヶ月無料トライアル 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2008.htm#2008/12/17 

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

 2008 年 12 月 17 日から 2009 年 3 月 31 日まで、Web of Science の過去データの無 

料トライアルを実施しています。 

 Web of Science のトライアル期間中、1900 年以降の過去データが検索できま 

す（本学で通常利用できるのは 1985 年以降）。また、トライアル期間中は、自 



然科学系のデータ以外に、Social Sciences Citation Index (SSCI、1956 年以 

降) 、Arts & Humanities Citation Index (A&HCI、1975 年以降) も利用でき 

ます。 

 

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

04．第 5回 3 学部合同学術集会を開催 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/open_doc/toho3/200811rep.html#endai 

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

 今年で 5回目となる、東邦大学 3学部合同学術集会を 11 月 29 日（土）午後、医 

学部 3号館第一会議室を会場に開催した。 

 内容は、第一部学内共同研究の紹介では 2件、第二部共同研究の誘いでは 8件 

の研究が紹介された。参加者は、39 名（医学部医学科 14 名、医学部看護学科 2名、 

薬学部 7名、理学部 5名、その他学内 6名、関係者 5名）となった。 

 

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

05．第 50 回医学メディアセンター展示会と「額田文庫デジタルコレクション」 

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

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

 今回で 50 回目を迎える医学メディアセンター展示会が 2009 年 1 月 26 日（月） 

から以下の通り開催されています。 

 

 ・展示期間：2009 年 1 月 26 日（月）～2月 28 日（土） 

 ・展示場所：医学メディアセンター１階閲覧室（額田家・額田兄弟の紹介） 

       医学メディアセンター２階カウンター（額田文庫資料の展示） 

 

 この展示会開催に合わせ、本学創立者の額田豊・晋先生のご実家から御寄贈 

いただいた、おもに 17 世紀から 19 世紀にかけて出版された和装本 43 種類 275 冊 

からなる医学書のコレクションを「額田文庫デジタルコレクション」として公 

開しました。現在、準備中の資料もありますが、今年度内の完成を目指し、鋭 

意作業をすすめています。以下の URL から利用できます。 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/open_doc/archive/nukada-bunko.html 

 

 

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

【 ネットワークセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01．PC 棚卸調査(2008 年度)の実施について  

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

 本学「情報セキュリティー委員会」の「情報セキュリティー対策実施計画」 



に基づき、下記の内容で「PC 棚卸調査(2008 年度)」の実施を予定しております。 

 

1. 内容： 学内インターネット利用目的に接続されている全 PC の「管理情報」 

及び「セキュリティー情報」の調査を実施する。 

2. 方法： 各所属「情報セキュリティー管理者」の管理下、PC 棚卸登録を実 

施する。本作業は「PC 利用者(所有者・管理者)」の入力操作を伴います。 

3. 入力期間：2009 年 1 月 13 日(火)～2月 13 日(金) 

 

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

02．施設利用状況（2008 年 12 月） 

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

(1)マルチメディアルーム全体の合計  

    総利用者数 15,162 人（薬学部 3,326 人、理学部：11,836 人） 

 

 

(2)ネットワークサポートデスク利用状況 

  総利用者数：3人（教員：1人、事務職員 2人、その他 0） 

 

 

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

04．セキュリティ対策（2008 年 12 月） 

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

(1) 迷惑メール(スパム)対策の集計 

 迷惑メール：1,594,016 通（83%） 

 正常メール：335,204 通（17%） 

 総数：1,929220 通 

 

(2).不正アタック対策の集計   ：4,527 件 

 

(3)Mail 用ウィルスチェック集計結果： 

 検知駆除したウィルスの総数 ： 3 件 

 検知駆除したウィルスの種類 ： 2 種 
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============== * END of Newsletter * ================================= 


