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【習志野メディアセンターのお知らせ】 

 01.月刊マキシマム「脳・こころ・夢」を開催（7 月 8 日～） 

 02.中高教科書コーナーを設置 

 03.春学期定期試験に伴う早朝開館およびスタジオ開放（7 月 8 日～7 月 31 日） 

 04.春学期定期試験に伴う優先利用席の設置（7月 8 日～7 月 31 日） 

 05.習志野メディアセンター利用に関するお願い 

 06.夏休み長期貸出のお知らせ 

 07.8 月の休館日・開館時間について 

 

【講習会関連ニュース】 

 ７月は講習会強化月間！ 

 08.Web Of Science 講習会開催（7 月 10 日） 

 09.Reaxys 講習会開催（7 月 31 日） 

 ※SciFinder 講習会は終了致しました。 

 

【電子リソースのお知らせ】 

 10.2013 年新規導入電子ジャーナル・電子ブック 

 11.Reaxys がバージョンアップ（6月 8 日） 

 12.SciFinder がバージョンアップ（6 月 27 日） 

 13.EndNoteWeb が EndNoteBasic にパワーアップ！ 

 

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

==== 

01.月刊マキシマム「脳・こころ・夢」を開催（7月 8 日～） 

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

 



7 月 8 日より、“脳・こころ・夢”をテーマに 

「月刊マキシマム！」Vol.19 を開催中です。 

 

テーマに関連する所蔵資料を集めて 3 階回廊付近で展示するほか、 

Web 版では展示資料の紹介も掲載します。ぜひご覧ください。 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/bookreview/2013-vol19.html 

 

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

02.「中高教科書コーナー」を設置しました 

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

 

メディアセンター2 階閲覧室に「中高教科書コーナー」を設置しました。 

中学校・高等学校で使われている理科・数学の教科書を順次揃えていきます。 

貸出も可能ですので、どうぞご利用ください。 

 

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

03. 春学期定期試験に伴う早朝開館および、スタジオ開放 (7 月 8 日～7 月 31 日) 

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

 

定期試験の実施に伴い、以下の日程で、平時より 30 分早く開館いたします。 

閉館時間は通常通り(平日 21 時、土日祝祭日 17 時)です。 

 

・早朝開館期間：7 月 8 日(月)～7月 31 日(水) 

・早朝開館実施日：期間中の平日および土曜日 

・開館時間：8 時 15 分 

※日曜・祝祭日は 8 時 45 分に開館いたします。 

 

また、上記期間中は、講義・会議等による利用予定がない時間帯に限り、 

メディアセンター入口のスタジオも開放いたします。合わせてご利用下さい。 

 

・スタジオ開放日：期間中の平日。 

・スタジオ開放時間：8 時 15 分～17 時の間で適宜。 

※土日祝祭日はスタジオの開放を行いません。 

 

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

04. 春学期定期試験に伴う優先利用席の設置 (7 月 8 日～7 月 31 日) 

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



 

定期試験の実施に伴い、以下の日程で共同学習室の座席を個人学習用に貸し出します。 

利用申請をしていただくと、申請から 2 時間の間、指定座席を優先的に利用できます。 

 

・設置期間：7 月 8 日(月)～7 月 31 日(水) 

・設置時間：開館から 16 時まで 

※16 時以降および期間内の土日祝祭日は｢開放利用｣となります。 

 

【利用方法】 

1. 座席利用を希望される際に、メディアセンターカウンターに利用申請してください。 

2. 座席番号つきの｢優先利用カード｣をお渡しします。 

3. 利用終了後、優先利用カードをカウンターに返却してください。 

※優先利用の延長はできません。 

※事前予約はできません。利用時に申請してください。 

※利用申請には学生証が必要です。 

 

優先利用席の利用方法 

http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/studyroom.php 

 

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

05. 習志野メディアセンター利用に関するお願い 

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

 

・メディアセンター内は公共の場です。 

 他の利用者の迷惑にならないよう利用マナーを守ってください。 

 

・メディアセンター内での飲食はできません。 

 食事は学生食堂「PAL」または学生ラウンジをご利用ください。 

 

・ただし，水分補給は認めています。熱中症予防にこまめに水分補給を取りましょう。 

 館内での水分補給には，ペットボトルなどの密閉できる容器をご使用ください。 

 

 ご協力をお願いいたします。 

 

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

06. 夏休み長期貸出のお知らせ (7 月 26 日～9 月 10 日) 

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



 

以下の通り夏休みの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、会議録等、通常の貸出期間が１日の資料は対象外です。 

 

東邦大学在籍者： 

・貸出日:7 月 26 日(金)～9 月 10 日(火) 

・返却日:9 月 24 日(火) 

・冊数:10 冊 

 

卒業生・退職教職員： 

・貸出日:8 月 1 日(木)～9 月 10 日(火) 

・返却日:9 月 24 日(火) 

・冊数:3 冊 

 

日本大学生産工学部・千葉工業大学在籍者： 

・貸出日:8 月 1 日(木)～9 月 10 日(火) 

・返却日:9 月 24 日(火) 

・冊数:10 冊 

 

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

07. 8 月の休館日・開館時間について 

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

 

8 月の休館日・開館時間は以下の通りです。 

学期中とは異なりますのでご注意ください。 

 

休館日 

8 月 3 日(土)、4 日(日)を除く 8 月中の土曜日、日曜日 

8 月 7 日(水) ～9 日(金) (一斉休暇のため) 

8 月 12 日(月)～16 日(金) (蔵書点検のため) 

 

開館時間： 

8 月 6 日(火) ～30 日(金) 8:45～17:00 

8 月 3 日(土) ～4 日(日) 8:45～13:00 



 

※蔵書点検期間中(8月 12 日～16 日)、文献取り寄せ等でお急ぎの場合は 

メディアセンターカウンターまでご連絡ください。 

 

メディアセンターカウンター 

電話：047-472-9411 内線：5200 

受付時間：9:00～17:00 

 

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

08.Web of Science 講習会開催（7 月 10 日） 

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

 

自然科学全般をカバーする文献検索データベース、 

“Web of Science”の講習会を開催いたします。 

 

本データベースは、引用文献・被引用文献検索により 

影響力の高い論文、関連性の高い論文を調べる事ができるという特徴があります。 

 

また Impact Factor など雑誌評価指標を調べられる“Journal Citation Reports”、 

4 月より名称変更した文献管理ソフト“EndNote Basic”の 2 つのツールについても 

特長などをご紹介いたします。 

 

関心・興味のある方のご参加をお待ちしております。 

 

***************開催要領*************** 

 

開催日時：2013 年 7 月 10 日(水) 

     14 時～16 時 

開催場所：習志野メディアセンター 

      マルチメディアスタジオ 

 

説明内容： 

①Web of Science（メイン） 

②Journal Citation Reports 

③EndNote Basic 

の製品の特長、基本的な検索・操作方法など。 

 



参加対象：教職員、大学院生、学部生、研究生、興味のある方 

参加方法：予約は不要です。当日マルチメディアスタジオまでお越しください。 

 

問合せ先 ： 習志野メディアセンター情報サービス部門 

      内線：5207(平日 9:00～17:00) 

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

 

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

09.Reaxys 講習会開催（7 月 31 日） 

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

 

エルゼビアの専任講師による Reaxys 講習会を開催いたします。 

 

Reaxys は、化学反応情報と実測物性値を収録した世界最大級の 

反応・化合物データベースです。有機化学から無機化学、有機金属、 

錯体化学まで幅広くカバーしています 

 

初級編と中級編の 2 部に分けて開催いたします。 

関心・興味のある方のご参加をお待ちしております。 

 

***************開催要領*************** 

 

開催日：7 月 31 日(水) 

開催場所：習志野メディアセンター 

     マルチメディアスタジオ 

 

初級編：14 時～15 時 

中級編：15 時 15 分～16 時 45 分 

 

初級編：はじめて使う人・使い慣れていない人向け 

基本的な検索の流れを中心に、実習形式にて Reaxys の紹介を行います。 

 

中級編：日常的に利用している人向け 

Reaxys をより便利に検索するためのテクニックの紹介を行います。 

また 30 分間ほど質疑応答の時間を設けます。  

 

参加対象：教職員、大学院生、学部生、研究生、興味のある方 



参加方法：予約は不要です。当日マルチメディアスタジオまでお越しください。 

 

問合せ先 ： 習志野メディアセンター情報サービス部門 

      内線：5207(平日 9:00～17:00) 

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

 

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

10.2013 年新規導入電子ジャーナル・電子ブック 

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

 

2013 年 4 月より以下の電子ジャーナルが利用可能となりました。 

 

■電子ジャーナル 

・癌と化学療法 

http://www.pieronline.jp/content/serial/0385-0684 

・最新医学 

http://www.pieronline.jp/content/serial/0370-8241 

・正しい治療と薬の情報 

http://tip-online.org/ 

   ※ご利用にはユーザー名／パスワードが必要です。こちらをご覧ください。 

   http://tip-online.org/ 

 

その他、2013 年新しく使えるようになった電子ジャーナル・電子ブックの 

詳しい情報はこちらをご覧ください。 

http://tohoej.blogspot.jp/2013/01/2013.html 

 

本学で利用可能な電子ジャーナル／電子ブックはこちらで探せます。 

■電子ジャーナル＆電子ブックリスト http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/ej/ 

 

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

11.Reaxys がバージョンアップしました（6 月 8 日） 

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

 

反応・化合物データベース Reaxys がバージョンアップし、 

更に便利になりました！ 

 

・新インターフェイスに移行： 



  物性値検索と反応検索のタブが統合され、 

  同一画面から検索できるようになりました。 

・キーワード検索対象誌の拡充： 

  400 誌から 16,000 誌まで大幅拡充しました。 

・その他新機能追加： 

  Analysis View: 直観的な分析ができます！ 

  Report 機能: レポート画面に情報を集約！共有もできます。 

  Autoplan: 合成ルートを素早く生成できます！ 

 

これに伴い、新しいクイックレファレンスガイドが提供元で公開されました。 

http://japan.elsevier.com/rxsupport/reaxys_qrg.pdf 

 

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

12.SciFinder がバージョンアップしました（6 月 27 日） 

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

 

SciFinder がバージョンアップしました。 

今回のバージョンアップによって、画面配置が刷新され、 

より効率的に検索できるようになりました。 

 

SciFinder (Web 版) の新機能紹介については、こちらをご覧ください。 

【PDF】http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_201306.pdf 

 

【Internet Explorer 8 をご利用の場合】 

「ツール」プルダウンメニューの「互換表示」にチェックが入っていると 

速度が低下する場合があります。「互換表示」のチェックを外してご利用ください。 

 

【Internet Explorer 6 をご利用の場合】 

このバージョンアップに伴い、Windows 版 Internet Explorer 6 では  

SciFinder がご利用いただけなくなりました。 

Internet Explorer 6 をご利用の場合は、以下のいずれかの対応をお願いします。 

 

・Internet Explorer をバージョンアップする 

・Firefox を利用する 

 

推奨システム環境はこちらをご覧ください。 

http://www.jaici.or.jp/sci/SCIFINDER/require.html 



 

SciFinder 利用時のエラーへの対処法はこちらをご参照ください。 

【PDF】http://www.jaici.or.jp/sci/ref/sfweb_trouble.pdf 

 

詳しくはこちらをご覧ください。 

http://www.jaici.or.jp/news/news.php?selectedId=1263 

(化学情報協会からのお知らせ：6 月 27 日(木)) 

 

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

13.EndNoteWeb が EndNoteBasic にパワーアップ！ 

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

 

EndNote Web は本学在学中の皆さんにお使いいただける 

文献管理・論文執筆支援ツールでしたが、 

4 月下旬より「EndNote Basic」と名称を変更し、 

どなたでも（東邦大学を卒業・退職後も！）継続して無料で利用できるようになりました。 

 

今回の名称変更に際し、以下の機能が追加されました。 

・保存できる文献データが 10,000 件から 50,000 件に増加 

・2GB までのファイルが保存可能（新機能！） 

・3400 種類超の文献リストを作成可能 

  (Web of Knowledge 契約機関のみの特典! 東邦大学も対象です) 

 

既に EndNote Web をお使いの方は、特別な作業なしに EndNote Basic に移行できます。 

 

新たに EndNote Basic のアカウントを作成する方はこちらをご覧ください。 

https://www.myendnoteweb.com/ 

 

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