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【習志野メディアセンターからのお知らせ】 

01.早朝開館を行います（7 月 10日～7月 31日の平日・土曜日） 

02.指定席（時間入替制による閲覧席）を設置します（7 月 10日～7月 31日） 

03.夏休み長期貸出を行います（7 月 26日～9月 10日） 

04.8 月の休館日・開館時間について 

05.習志野メディアセンター利用マナーに関するお願い 

 

【主に学生の皆様向けのお知らせ】 

06.「はじめての SciFinder 講習会」を開催します（7 月 19日） 

07.3 階回廊の「英語の読み物コーナー」で、 

   「PIRATES X OCEAN」展示中です (7月 5日～9月 26日） 

 

【主に教員の皆様向けのお知らせ】 

08.「英語論文をサクサク収集＆しっかり管理 

   Web of Science 講習会」を開催します (7月 19日） 

09.図書の選定をお願いします (教員向け） 

 

【電子リソース関連のお知らせ】 

10.Wiley 社の非契約電子ジャーナルに対する文献複写について 

11.オープンアクセス論文投稿支援ページを作成しました 

12.ハゲタカ出版社（predatory journals）からの投稿勧誘にご注意ください 

 

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

 

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

01.早朝開館を行います（7 月 10日～7月 31日の平日・土曜日） 

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

 

習志野メディアセンターは、定期試験の実施に伴い、通常より 30分早く 

開館いたします。 



 

 ・早朝開館実施日：7 月 10日(月)～7月 31日(月)の平日および土曜日 

 ・開館時間：8 時 15分 

  ※日曜日は 8時 45分に開館いたします。 

  ※閉館時間は通常通り(平日 21時、土日 17時)です。 

 

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

02.指定席（時間入替制による閲覧席）を設置します（7 月 10日～7月 31日） 

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

 

習志野メディアセンターでは、定期試験の実施に伴い、 

3階閲覧室内の個人用キャレル 40席について、 

通常は自由にご利用いただいていますが、 

定期試験期間中は、指定席に変更いたします。 

 

 ・設置期間：7 月 10日(月)～7月 31日(月)の平日 

 ・設置時間：8 時 15分から 17時まで 

 ・利用時間：3 時間 

 

 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「利用カード」をお渡しします。 

 3. 利用終了後、利用カードをカウンターに返却してください。 

 ※次の予約がない場合に限り、延長できます。 

 ※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。 

 ※17 時以降、空席は手続きなしでご利用頂けます。 

 

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

03.夏休み長期貸出を行います（7 月 26日～9月 10日） 

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

 

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。 



 

 教職員・大学院生・学部生 

 ・貸出日:7 月 26日(水)～9月 10日(日) 

 ・返却日:9 月 25日(月) 

 ・冊数:10冊 

 

 卒業生・退職教職員 

 ・貸出日:8 月 1日(火)～9月 10日(日) 

 ・返却日:9 月 25日(月) 

 ・冊数:3冊 

 

 日大生産工学部・千葉工大所属者 

 ・貸出日:8 月 1日(火)～9月 10日(日) 

 ・返却日:9 月 25日(月) 

 ・冊数:10冊 

 

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

04.8 月の休館日・開館時間について 

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

 

8月の休館日・開館時間は、次の通りです。学期中とは異なりますので 

ご注意ください。 

 

 休館日 

 ・8 月 5日(土)、6日(日)を除く 8月中の土曜日、日曜日、祝祭日 

 ・8 月 7日(月)、14 日(月) (蔵書点検のため) 

 ・8 月 8日(火) ～10日(木) (一斉休暇のため) 

 

 開館時間の変更 

 ・8 月 5日(土) ～6日(日) 8:45～15:00 

 ・8 月 4日(金) ～31日(木) 8:45～17:00 

 

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

05.習志野メディアセンター利用マナーに関するお願い 

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

 

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.「はじめての SciFinder 講習会」を開催します（7 月 19日） 

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

 

SciFinder は、化学分野で No1のデータベースです。 

化学に関連する文献のほか、 

化学物質の情報・有機化学反応を簡単に検索できます。 

 

今回の講習会は、初めて SciFinder を使う方を対象に開催します。 

化学情報協会の専任講師と一緒に、 

アカウント作成から PCを使った実習まで行います。 

 

 ・日時：7月 19日(水) 13:00～14:30 

 ・場所：習志野メディアセンター マルチメディアスタジオ 

 

詳しくは、お知らせをご覧ください。 

 https://tohonmc.blogspot.jp/2017/06/scifinder719.html 

 

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

07.3 階回廊の「英語の読み物コーナー」で、 

   「PIRATES X OCEAN」展示中です (7月 5日～9月 26日） 

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

 

メディアセンター3階回廊の「英語の読み物コーナー」では、 

英語多読本と共に、英語学習の入口になる楽しい本を展示しています。 

 

7月 5日からは、「PIRATES X OCEAN」と題し、 

映画「パイレーツ・オブ・カリビアン」の新作公開に合わせて、 



映画シリーズのノベライズ本と、 

海賊の本、海が舞台の物語、海の生物の本などを紹介しています。 

 

展示期間と場所は、次の通りです。 

 

 期間：7月 5日（水）～9月 26日（火） 

 場所：3 階回廊「英語の読み物コーナー」 

 

詳しくは、お知らせをご覧ください。 

 https://tohonmc.blogspot.jp/2017/07/pirates-x-ocean75926.html 

 

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

08.「英語論文をサクサク収集＆しっかり管理 

   Web of Science 講習会」を開催します (7月 19日） 

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

 

Web of Science は、自然科学分野（1900 年～）、 

社会科学分野（1955年～）、人文科学分野（1955年～）における、 

主要な雑誌に掲載された文献情報を収録しているデータベースです。 

 

今回の講習会は、専任講師と一緒に、 

Web of Science を利用した学術文献情報の検索方法、 

参考文献情報の管理と活用方法の解説、 

インパクトファクター・研究成果評価ツールの使い方などについて 

PCを使った実習まで行います。 

 

 ・日時：7月 19日(水) 15:00～16:30 

 ・場所：習志野メディアセンター マルチメディアスタジオ 

 

詳しくは、お知らせをご覧ください。 

 https://tohonmc.blogspot.jp/2017/06/web-of-science-719.html 

 

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

09.図書の選定をお願いします (教員向け） 

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

 

習志野メディアセンターでは、 

学習・教育に必要な資料をより充実させるため、 



年に一度、教員のみなさまに図書の選定をお願いしています。 

今年度も、6月 20日付けで選定依頼をさせていただきました。 

 

学生さんにぜひ読んで欲しい図書等がありましたら、 

7月 11日（火）までにご推薦くださいますようお願いします。 

 

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

10.Wiley 社の非契約電子ジャーナルに対する文献複写について 

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

 

急激な円安傾向や値上がり等による予算不足により、 

平成 27 年 12 月で Wiley社の電子ジャーナル 761タイトルの契約を中止しました。 

（タイトルは下記記載のとおり）。 

利用の多い 62 タイトルは継続して契約しています。 

 

中止となるタイトルについては、当面の措置として、 

文献複写申込でお申込みいただけましたら、 

利用者の費用負担はなく、提供を行っています。 

 

【対象】 

 (1) タイトル 

   平成 27 年 12月で契約を中止した Wiley社の電子ジャーナル 761タイトル 

   タイトルは下記 URL参照： 

    http://www.mnc.toho-u.ac.jp/nmc/doc/wiley-cancellist2016.pdf 

 

 (2) 利用者 

   本学に在籍するすべての教職員・学生 

 

【利用方法】 

 (1) 該当のタイトルに掲載されている文献を利用する場合、 

   通常の図書館間相互利用と同様に申込みを行ってください。 

 (2) 文献の準備ができ次第、メールでお知らせします。 

 

 ※Wiley 社の Pay-per-viewはデータベースや特定のレファレンスブック、 

  一部の雑誌などは対象外となっています。 

  対象外資料については下記 URLでご確認ください。 

   http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-406814.html 

 



詳しくは、お知らせをご覧ください。 

 https://tohoej.blogspot.jp/2016/01/wiley.html 

 

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

11.オープンアクセス論文投稿支援ページを作成しました 

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

 

本学の構成員（教職員・学生）がオープンアクセス論文を投稿する場合、 

掲載料の無料及び割引制度を利用することができます。 

 

American Chemical Society(ACS)や 

BioMed Central(BMC)のジャーナルなどが対象です。 

各出版社やジャーナルによって割引率は異なりますので、 

詳細は出版社のサイトをご確認ください。 

 

詳しくは、オープンアクセス論文投稿支援ページをご覧ください。 

 http://www.mnc.toho-u.ac.jp/mc/apc.php 

 

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

12.ハゲタカ出版社（predatory journals）からの投稿勧誘にご注意ください 

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

 

近年、オープンアクセスジャーナルの増加とともに、 

著者から論文出版費用(APC)を搾取しようとする 

いわゆる「ハゲタカ出版」が問題になっています。 

 

このような出版社は、研究者に直接メールで投稿を促す 

というケースもあるようです。 

 

論文の投稿先を検討する際のお役立ちサイトとして 

下記 URL のようなページが参考になります。 

 

 Think，Check，Submit 

  http://thinkchecksubmit.org/ 

 

著者が自身の論文を投稿する際のガイドラインを 

Think、Check、Submit の 3つのステップにまとめています。 

 



[関連情報] 

Cabell's International 社という会社が 

ハゲタカジャーナルのブラックリストを有料で提供する 

という話題が Nature誌のニュースに紹介されていました。 

 

 Pay-to-view blacklist of predatory journals set to launch. 

 

http://www.nature.com/news/pay-to-view-blacklist-of-predatory-journals-set-to-launch-1.22090 
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