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【 習志野メディアセンター 】 

 01. 春休み長期貸出実施のお知らせ（2011 年 1 月 27 日～3月 24 日） 

 02. 卒業・修了・退職後もメディアセンターをご利用いただけます 

 03. MyOPAC サービス、学外からの電子リソースの利用方法が変わります 

 04. 文献管理ソフト Refworks 運用予定のお知らせ 

 05. 保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます（2011 年 1 月 24 日～2月 13 日） 

 06. 2011 年 新規・変更の電子ジャーナル、電子ブック、データベース情報 

 07. 2011 年受入雑誌の動き 

 08. オーダーメイドの講習会を開催いたします 

 09. メディアセンター前は駐輪禁止です 

 

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

【 習志野メディアセンター 】▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

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

01.春休み長期貸出実施のお知らせ（2011 年 1 月 27 日～3月 24 日） 

  http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2010.htm#2011/1/21 

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

以下の通り春休み長期貸出を実施します。 

 

対象資料 

・図書、ＡＶ（視聴覚）資料等、通常の貸出期間が 2週間の資料。 

※雑誌、学位論文、会議録等、通常の貸出期間が 1日の資料は対象外です。 

 

・貸出日：1月 27 日（木）～3月 24 日（木） 

・返却日：4月 7日（木） 

・冊 数：10 冊 

※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 

 の方の返却日は 3月 31 日（木）です。 

 



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

02.卒業・修了・退職後もメディアセンターをご利用いただけます 

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

卒業・修了・退職後も習志野メディアセンターの入館、所蔵資料の閲覧 

および貸出等のサービスがご利用いただけます。 

ただし、複写文献の取り寄せ等のサービスはご利用できません。 

 

なお、在学・在籍時に借りた資料は 3月 31 日までに必ず返却してください。 

 

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

03.MyOPAC サービス、学外からの電子リソースの利用方法が変わります 

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

新しい認証（Shibboleth 認証）システムが 2月 1日から導入されます。 

それにより、メディアセンターが提供する以下のサービスの利用方法が 

変更になります。 

 

1.MyOPAC サービスのログイン画面が変わります。 

 ログインするための利用者 ID・パスワードはこれまでと同じです。 

2.東邦大学で契約している電子リソース 

 （電子ジャーナル・電子ブック・データベース）の一部が、 

 学外からも利用できるようになります。 

 

利用にはネットワークセンター発行のアカウント 

（Webmail のログイン ID／パスワード）が必要です。 

詳しくはこちらをご覧ください。 

 

「新学術認証システムがスタート！」 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/sv/news02.html 

 

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

04.文献管理ソフト Refworks 運用予定のお知らせ 

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

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

メディアセンターでは、現在トライアル中の文献管理ソフト RefWorks の運用を 

4 月より予定しています。 

運用にあたり、改めてアカウントを取得してデータを移行していただく 

必要がございます。 

そのため、3月をトライアル環境から正式運用環境へのデータ移行期間としま 



す。 

 

2 月：現在と同じトライアル利用 

3 月：正式運用環境へのデータ移行期間 

4 月：運用開始予定 

 

「新たなアカウントの取得方法」と「データ移行の方法」につきましては、 

後日ご連絡いたします。 

 

これから RefWorks をご利用になる方は、下記よりアカウントを作成してくださ 

い。 

 

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

 

また、RefWorks アンケートにつきましては、下記にまとめましたので、 

ご確認ください。ご協力いただきありがとうございました。 

 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mmc/refworks/refworksquest.pdf 

 

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

05.保存期間が過ぎた雑誌を差し上げます（2011 年 1 月 24 日～2月 13 日） 

   http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/somu/oshirase_2010.htm#2011/1/17 

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

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、 

保存期間を過ぎた以下の雑誌をご希望の方に差し上げます。 

 

日時：2011 年 1 月 24 日(月)～2 月 13 日(日) 

場所：メディアセンター 入口付近（風除室内） 

 

・ブラウジングコーナーの雑誌 その 1：1月 24 日(月)～30 日(日) 

・ブラウジングコーナーの雑誌 その 2：1月 31 日(月)～2 月 6 日(日) 

※詳細はリストをご覧ください。 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/zasshi/hanpu_2010.html 

 

・学術雑誌 2 月 7 日(月)～2 月 13 日(日) 

（他大学・研究機関発行誌、展示誌コーナーの寄贈誌、重複誌、見本誌、その 

他） 

 



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

06.2011 年 新規・変更の電子ジャーナル、電子ブック、データベース情報 

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

本学で利用できる電子ジャーナル、電子ブック、データベースが、 

年初の契約変更等によりタイトルの入れ替えがありました。 

逐次、電子リソースのページに掲載していますので 

新情報はこちらでご確認ください。 

 

「新規・変更電子リソース情報」 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/ej/ej2011.html 

 

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

07.2011 年受入雑誌の動き 

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

習志野メディアセンターで購読している雑誌の新規受け入れ、購読中止、 

電子ジャーナルへ契約を切り替えたタイトルをお知らせします。 

 

・新規受け入れ（印刷版） 

 Clinical Chemistry 

 Marine Biotechnology 

 Nature Geoscience 

 

・新規受け入れ（電子版） 

 Advanced Synthesis & Catalysis 

 Canadian Journal of Fisheries & Aquatic Science 

 Ecology 

 Freshwater Biology（1971-1996 バックファイル） 

 Genome 

 International Journal of Pharmacy Practice 

 Nature Digest 

 Solvent Extraction and Ion Exchange 

 

・印刷版から電子版へ購読切替 

 American Naturalist 

 Geophysical research letter 

 Nature Biotechnology 

 Nature Medicine（医学メディアセンター所蔵分） 

 Nature Neuroscience （医学メディアセンター所蔵分） 



 Nature Structural & Molecular Biology 

 

・2011 年購読中止タイトル 

 こちらをご覧ください。 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/zasshi/chushi_list_2011.html 

 

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

08.オーダーメイドの講習会を開催いたします 

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

習志野メディアセンターでは皆様のご要望に合わせて各種講習会を開催 

いたします。 

メディアセンターのオンラインサービスの使い方、電子ジャーナルの使い方、 

論文検索データベースの使い方、レポートを書くための資料の収集方法、 

収集した論文の管理方法・・・などなど。 

お一人様から承ります。 

お気軽に「調査研究支援部門」（メディアセンターカウンター）まで 

ご相談ください。 

 

調査研究支援部門(橋本・黛) 

内線：5207 

E-Mail:chosa.nmc@ml.toho-u.ac.jp 

 

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

09.メディアセンター前は駐輪禁止です 

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

メディアセンター正面玄関（2階）の階段下、中央道路に面したスペースは 

駐輪禁止です。キャンパス内の駐輪場をご利用ください。 

なお、キャンパスの方針に基づき、駐輪を禁止された場所に置かれた自転車は 

予告なく移動することもございます。 

 

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

 

 


