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【Wolters Kluwer緊急医療情報源ポータルの無料提供がはじまりました】
東日本大震災救援のために、「Wolters Kluwer緊急医療情報源ポータル」を
下記の通り立ち上げましたので、お知らせします。
http://www.ovid.com/site/trial/com2011/japan_disaster_email_0324
11.html http://ovidsp.ovid.com/japan/index.htm
※利用する場合、特にOvidに申し込む必要はありません。一定期間、無料公
開いたします。
※利用可能期限は、今のところ4月23日までとなっています。
※提供するコンテンツは、Ovid MEDLINEとLWW出版のE-JournalとEBookとなっています。 E-Journalは分野を問わず、280以上のLWWのすべ
てのタイトルを提供いたします E-Bookは、救急救命医療、病院、看護学の
分野に絞り、391タイトルを提供いたします。
※OvidSPの検索手法に慣れていない方々のために、Widget（ウィジェッ
ト）と Expert Search（エクスパート・サーチ）を用意しました。
※Widget（ウィジェット）の「すべて」の検索結果をLWWのFull Textに絞
り込むには メイン・ナビゲーション・バーの「検索」をクリックし、次に
「Ovid Full Text Available」に チェックマークし、「検索」をクリックし
ます。
※Ovid Full Textは、「PDF」と「HTML」で提供しています。年代によって
は、「HTML」のみで 「PDF」で提供していないタイトルもありますので、
ご注意ください。 アクセス・トラブルや使い方など、ご不明な点がございま
したら、japan@ovid.comまで Emailでお問い合わせください。

2011/3/31

【財団法人日本医薬情報センターより災害関連の医薬情報の提供がされてい
ます】
財団法人日本医薬情報センターより災害関連の医薬情報の提供がされていま
す。
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JAPICでは今後しばらくの間以下の対応を行いますのでご活用下さい。
・『錠剤鑑別』を電話にてお受けします。
TEL：0120-181-276、繋がらない場合は03-5466-1812（9:00～
17:30）
・『薬剤識別コード一覧』を無償提供します。
ご希望の先生は上記にご連絡をお願いいたします。
・『iyakuSearch（医薬品添付文書情報、文献学会情報等のデータベー
ス）』を無料公開します。 メンバーID： japic パスワード： iyakusearch
期間：3月23日より4月末日まで。
その後は状況に応じて、継続または終了といたします。
・震災関係の文献複写については附属図書館までご相談ください。
TEL：03-5466-1827（9:00～17:30）、FAX：03-5466-1818
・震災関連情報をリンク集 http://www.japic.or.jp/di/index02.html にUP
しました。
2011/3/28

【冊子体継続中和雑誌リストを更新しました】
冊子体継続中和雑誌リスト を更新しました。
追加タイトル（1件） 『愛知学院大学短期大学部研究紀要』

2011/3/25

【「災害医療と薬剤師シリーズ」の5講座を無料公開しています】
NPO法人医療教育研究所より、e-ラーニングによる「災害医療と薬剤師シ
リーズ」の5講座をホームページ上で無料公開しています。 このたびの東
北・関東大震災の復興支援のため、全国から多くの薬剤師さんが被災地に向
われています。 ボランティア活動希望の薬剤師さんの熱い思いを生かすため
に、まず災害医療の基本的な事項を学んで頂き、被災地で活動して頂ければ
と、講座の一般公開に踏み切りました。
◆災害医療と薬剤師シリーズ
※1講座は約30分です。
※公開期間は3月25日～6月30日を予定しています。
※当講座視聴による薬剤師研修センター認定シールの発行はございません。
※容量が大きいので閲覧の際はご注意ください。

2011/3/22

【電子ブックがOPAC検索できます】
電子ブックがOPACより検索できるようになりました。 検索画面より、 「検
索対象」「電子ブック」へチェックを入れて検索してください。
「条件指定」 →「検索結果一覧」→「書誌詳細」
書誌詳細下記URLをクリックすると電子ブックへ直接アクセスできます。 若
しくは、直接サイトへアクセスしてください。 netlibrary 学内のみの利用に
なります。ご注意ください。
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2011/3/18

【ProQuest社データベースサービス一時休止のお知らせ（3/20）】
サーバーメンテナンスのため下記の時間帯サービスが休止されます。
◆ProQuestサービス休止時間： 3月20日（日） 11：00 ～ 23：00 （12時
間）
◆休止データベース
今回、サービスが休止されるのは、以下のデータベースです。
1. ログインURLが http://proquest.umi.com/login となっているデータ
ベース
・ProQuest Central、ProQuest Research Library、ABI/INFORM、
Psychology Journalsなどの雑誌記事全文データベース
・Historical Newspapersを含む新聞記事データベース
・AGRICOLAなどの文献情報データベース
・ProQuest Dissertations and Theses(A&I,Fulltext)
2. Chadwyck商品（ログインURLに
eLibrary
4.
"chadwyck.com" もしくは
"chadwyck.co.uk"を含む データベース）
・Digital National Security Archive (DNSA)
・Early English Books Online
・Literature Online
・Periodicals Index Online / Periodicals Archive Online など]
5. Digital Sanborn Maps
6. ログインURLが http://search.proquest.com となっているデータベー
ス（新インターフェイスでご利用中のデータベース）
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

2011/3/18

【360Searchシステムメンテナンスのお知らせ（3/19）】
SerialsSolutions社のシステムメンテナンスにより、 下記の時間帯は
SerialsSolutions社のサービスをご利用いただけなくなります。
◆メンテナンス期間： 2011年3月19日（土）10：00 ～12：00 （2時間）
◆メンテナンス対象サービス： 360Search
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

2011/3/18

【サンメディア社より東日本大震災エイド 復興支援フリーアクセス論文 掲
載のご案内】
サンメディア社より
PierOnlineでは、各出版者様のご厚意とご協力で、東日本大地震に対して
学術方面での復興支援として、関連する論文のフリーアクセスを可能といた
しました。 被災された皆様への診療への一助となれば幸いです。
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■東日本大震災エイド 復興支援フリーアクセス論文 はこちら■
http://www.sunmedia.co.jp/pieronline/emergency/all.html
▼「最新医学」「癌と化学療法」「メディカ出版各誌」「医学のあゆみ」に
掲載された災害関連の論文を公開しています。
※フリーアクセス論文は、必要に応じて追加されます。
※公開期限は、当面は4月末までとさせていただきます。
▼「最新医学」「癌と化学療法」につきましては、災害関連以外の全論文を
無料公開しています。
※公開期限は、当面は3月末までとさせていただきます。
▼ご利用には、ID/パスワードが必要です。 お手数ですが、こちらのお申し
込みフォームよりお申し込みください。
https://ssl.formman.com/form/pc/LRWV6cnV9rKZt50F/
※復興支援のため、PierOnline参画出版社のご厚意により提供されておりま
す。 大量ダウンロードなどのご利用はPierOnline利用規定（
http://www.pieronline.jp/termsconditions ）により禁止されておりま
す。
2011/3/17

【（学内利用者の方へ）3月11日発生の地震、並びにそれに伴う計画停電の
影響について】
UpToDate日本事務所より
UpToDateではNMLウエブサイトを経由することなく、国内からのインター
ネット接続全てから利用出来るようになりました。 この利用は震災に関わる
医療従事者の方へ無償で提供するものですのUpToDateの主意に基づいての
ご活用をいただけるようお願い申し上げます。
http://www.uptodate.com/ (上部に"災害医療のため緊急アクセス、下の
検索ボックスから"と表示) 尚、緊急性を重視して開始したので利用提供期間
などはまだ決まっていません。 何かのお役に立てますようでしたら是非ご活
用いただければと考えております。
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2011/3/17

【EBSCO社より被災地域支援の医療従事者向け臨床情報支援サービスが無料
公開されました】
この度、被災地での医療支援をされている医療従事者の皆様、および災害医
療を支援する医療機関・学術機関を対象にEBSCO Publishing社の提供する
臨床情報ツールを一定期間無料公開させていただく事となりました。 被災地
で尽力される医療従事者の皆様、さらには支援を必要とする被災者の皆様へ
の微力ながらお役に立てれば幸甚にございます。
下記の医療系オンラインリソースを現在無料公開させていただいておりま
す。
DynaMed （医師向けEBM臨床医学情報）
Nursing Reference Center （看護師向け臨床情報ポータル）
Patient Education Reference Center （患者教育支援ツール）
利用可能期間を当面のところ 4月30日 までと設定させていただきました。
ログインは、下記サイトより24時間無制限でご利用いただけます。
http://www.ebsco.co.jp/earthquake/311evidence.html 何かのお役に立

2011/3/17

【Webcatサービス停止（再開未定）】
東北地方太平洋沖地震の対応に伴い、Webcatのサービス休止します。 報道
されているとおり、東北地方太平洋沖地震の影響により東京電力の計画停電
（輪番停電）が行われます。 詳しい内容・続報につきましては、NiiHPを参
照してください。

2011/3/17

【米国国立医学図書館（NLM）より災害関連情報の無償提供が行われていま
す】
米国国立医学図書館（NLM）より災害関連情報の無償提供が行われていま
す。
東北地方太平洋沖地震後の医療支援のため、ＮＬＭより日本の利用者に対し
て、災害関連文献について 230種の雑誌からの関連論文、 65種の参考図書
が無料で提供されます。
また下記のＮＬＭからの広報のように、地震、津波、放射線災害に関連する
医学情報、消費者健康情報のサイトが用意されています。ご利用ください。
http://eai.nlm.nih.gov
災害時に必要な情報を出版社との連携によって無料で提供しようというもの
です。
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・利用にあたって
入力するアルファベットと数字はアクセスする度に変わります。 アクセスで
きない場合は「alternative login」をクリックして３種類の数字を入力しま
す。
User Agreementに禁止事項が記されています。ご注意ください。期限も設
定されています。（4月8日：米国時間）
NLMに昨年設置された災害情報マネージメント研究センター(Disaster
Information Management Research Center: DIMRC)では日本の地震、原
発事故などに関する情報に関するサイトを立ち上げています。 内容には米国
から見た種々の有益な情報が掲載されています。
2011/3/17

http://sis.nlm.nih.gov/dimrc/japan2011.html#a0
【コクラン・ライブラリーを無料公開】
[東北地方太平洋沖地震後の医療支援のため、コクラン・ライブラリーを無
料公開]
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震とその後の津波による被災者への
医療支援の ため、コクラン共同計画(The Cochrane Collaboration)は、
Wiley-Blackwellとの協力により、 日本からアクセスする全利用者に対し
て、コクラン・ライブラリー(The Cochrane Library)を当面の間、無料公開
することを決めました。コクラン・ライブラリーは、 さまざまな医療行為の
有効性に関するシステマティックレビューを収載し医療上の判断を 支援す
る、EBM（エビデンスに基づく医療）の代表的なデータベースです。
◆コクラン・ライブラリー http://www.thecochranelibrary.com/ 同時に
コクラン共同計画は、Evidence Aid Projectのウェブページで、震災による
負傷や 洪水後の水汚染への対処に関する医療情報を提供しています。
◆http://www.cochrane.org/cochrane-reviews/evidence-aid-project
コクラン共同計画は、医療の効果に関する最新情報を提供する国際的な非営
利団体です。
本件についての告知は、以下のリンク先からご覧いただけます。
http://www.cochrane.org/features/evidence-aid-resources-japaneseearthquake-and-tsunami

2011/3/15

【（学内利用者の方へ） 3月11日発生の地震、並びにそれに伴う計画停電の
影響について】
3月11日を中心に東北・関東地方で発生した地震、並びにそれに伴う計画停
電の影響により、今後「データベース等への接続不良」「文献複写・書籍貸
出等の遅延」が予想されます。 ご迷惑をおかけしますが、ご了解いただきま
すようお願いいたします。
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2011/3/15

【東北地方太平洋沖地震の影響で、文献が取りにくい方、協力します】
この度の東北地方太平洋沖地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞
い申し上げます。 当館でもNIIのILL休止中も申込をしていただくことができ
ます。
1. 所蔵検索は?
愛知学院大学歯学・薬学図書館情報センター 東海目録 で検索してくださ
い。
（電子ジャーナルも検索できます） 電子ジャーナルのリストもごらんくださ
い。
2. 文献依頼は?
FAX番号 052-752-6664 （JMLA申込様式に準じた様式などでも）
3. 支払は?
NII-ILLシステムが利用可能になったら申込入力をお願いします。 その際
「○月○日○で申込処理済み分」と明記してください。 相殺参加対象にいた
します。
4. その他のケース FAX又は電話でお尋ねください。
電話番号 052-751-2561

2011/3/15

AGUD・P Library News No.71 を更新しました。

2011/3/14

【Webcatサービス停止（3/14、15）】
東北地方太平洋沖地震の対応に伴い、3月14日および15日はWebcatのサー
ビス休止します。 報道されているとおり、東北地方太平洋沖地震の影響によ
り東京電力の計画停電（輪番停電）が行われます。 詳しい内容・続報につき
ましては、NiiHPを参照してください。

2011/2/18

洋雑誌電子ジャーナルタイトルリストに 1件更新がありました。
◆タイトル： 「Zoological Record」
◆更新内容： 1945年から契約完了（今迄は1978年からの契約でした）

2011/2/9

AGUD・P Library News No.70 を更新しました。
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2011/1/25

【NEWS&TOPICS の RSS配信を開始しました】
愛知学院大学歯学・薬学図書館センターでは NEWS&TOPICS に掲載する情
報の RSS配信を開始いたしました。
RSS（RDF Site Summary）とは、新着情報をRSS対応ブラウザや「RSS
リーダー」等の ソフトウェアに配信するしくみのことで、国内外のさまざま
な団体、ニュースやブログでも配信しています。「InternetExplorer」の場
合は「RSS」アイコンをクリックし、 「このフィールドを購読する」等、従
来の「お気に入りに追加」のような操作で簡単に チェックしたい多数のサイ
トを登録でき、更新されたサイトが一目で解るようになります。
外出先からもチェックしたい方はWEB型RSSリーダー等、好みや環境等に合
わせ、ご利用下さい。
※1月24日（月）までテスト配信を行っていました。 その期間にすでに購読
いただきました方はお手数をおかけしますが、アドレスが
「http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/index.rdf」となりましたので

2011/1/25

【1月30日（日）｢ProQuest｣「聞蔵Ⅱビジュアル」システムメンテナンスの
お知らせ】
下記のデータベースサービスについて、サーバーメンテナンスが行われま
す。 ご了承ください。
＜「ProQuest」＞
◆日時： 2011年 1月30日（日） 12：00 ～ 24：00
＜｢聞蔵IIビジュアル｣内｢朝日新聞縮刷版｣＞
◆日時： 2011年 1月30日（日） 13：00 ～ 14：00
※朝日新聞縮刷版以外のサービスは利用可能です。

2011/1/24

AGUD・P Library News No.69 を更新しました。

2011/1/24

【図書選書ツアーを2月5日にも開催します】
利用者参加型の図書館づくりの一環として「学生選書ツアー」を実施しま
す。 今回で3回目となるイベントですが、過去2回実績でユニークな蔵書が
図書館に加わりました。 好評につき、今年度も鶴舞にある大竹書店で実施し
ます。 図書館に置いてほしい本を直接あなたの手にとって、じっくりと時間
をかけて選んでみませんか。 「私の選んだ本をみんなに読んでほしい」とい
う学生諸君、奮ってご応募下さい。
◆募集要項
日時： 2011年 2月 5日（土） 10時集合 ～ 12時終了予定
場所： 大竹書店（鶴舞駅そば） ※現地集合
アクセス： http://p.tl/0E3q
応募締切： 2011年 1月28日（金）
申込先： 図書館カウンター（楠元・末盛）
※詳しくは図書館カウンターまで！ またはこちらをクリック
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2011/1/11

冊子体継続中洋雑誌リスト を更新しました。
追加タイトル(2件) 『American Journal of Neuroradiology』 『Dento
Maxillo Facial Radiology』

2011/1/7

【「学生選書ツアー」参加者募集します】
利用者参加型の図書館づくりの一環として「学生選書ツアー」を実施しま
す。今回で 3回目となるイベントですが、過去 2回実績でユニークな蔵書が
図書館に加わりました。 好評につき、今年度も鶴舞にある大竹書店で実施し
ます。 ひとりあたりの予算は約10万円程度です。 図書館に置いてほしい本
を直接あなたの手にとって、じっくりと時間をかけて選んでみませんか。
「私の選んだ本をみんなに読んでほしい」という学生諸君、奮ってご応募下
さい。
◆募集要項
募集人員： 各学部若干名
※応募者多数の際は各学部バランス等を考慮して選考します。
日時： 2011年 1月29日（土） 10時集合 ～ 12時終了予定
場所： 大竹書店（鶴舞駅そば） ※現地集合
アクセス： http://p.tl/0E3q
応募締切： 2011年 1月21日（金）
申込先： 図書館カウンター（楠元・末盛）

2011/1/7

【1階入口から入館・退館できます。図書の貸出は 2階カウンターになりま
す】
図書館 1階入口から入館・退館ができます。 入館・退館できますが、図書の
貸出は 2階のカウンターにて 手続きをお願いします。 平日 10：00 ～ 17：
00 のみになります。
※土日祝日は開いていません。

2010/12/9

【12月11日から13日の図書館情報センターホームページの閲覧・参照につ
いて】
学内電気設備点検に伴う停電のため、下記の期間は図書館情報センターホー
ムページを ご利用いただけません。
◆期間： 2010年12月11日（土） 13：15 から 12月13日（月）9：00まで
※注意:停電明け12月13日（月）の図書館情報センターホームページへの接
続について
接続が不安定となる場合があります。その場合は、午後13：00ごろを目処
に接続可能となります。
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2010/12/6

【「PubMed」利用ガイダンス（中級レベル）のご案内（12月16日）】
平成22年12月16日に「PubMed」利用ガイダンスを行います。中級レベル
(歯・薬高学年、大学院生、研究室助手レベル)のガイダンスです。 参加申し
込みは楠元センター及び末盛分室カウンターにお願いします。 ※当日不都合
の希望者は別日程を考えます。
◆日時： 平成22年12月16日（木） 17：00 ～ 18：00
◆場所： 楠元キャンパス 3号館 3階 パソコン室
◆内容： 個々人がキーワードを持ち寄り、実際に検索してみる
※先の回（12/2、 3）の「医中誌Web」及び「メディカルオンライン」利用
ガイダンスも希望される方は相談に応じます。

2010/12/6

【AGUD・P Library News No.68を更新しました】
AGUD・P Library News No.68 を更新しました。

2010/12/1

【1階入口から入館できます。退館の際には2階からになります】
本日より、図書館 1階入口から入ることができます。 ただし、入館のみとな
り退館する際には 2階からになります。 平日 10：00 ～ 17：00 のみにな
ります。
※土日祝日は開いていません。

2010/11/25 【データベーストライアル 日外e-レファレンス・ライブラリー】
日外e-レファレンス・ライブラリー のトライアルを行います。 日外アソシ
エーツの参考図書をデジタル化、インターネットで利用できる レファレンス
のためのデータベースです。
◆トライアル期間： 2010年11月25日（木） ～ 2010年12月31日（金）
◆利用可能ファイル：
人物レファレンス事典plus （同時アクセス数 5）
白書・統計索引plus （同時アクセス数 5）
読み方調査 （同時アクセス数 3）
トライアルURL http://www.e-reftool.jp/
※ホームページトップ画面→データベースタブ→データベース→ ●辞書・事
典・人物情報 の中から、日外e-レファレンス・ライブラリー を ご利用いた
だけます。
2010/11/19 【AGUD・P Library News No.67を更新しました】
AGUD・P Library News No.67 を更新しました。
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2010/11/18 【11月22日（月）～24日（水）の歯学・薬学図書館情報センターHPの利用
について】
学内電気設備点検に伴う停電のため、 下記の期間は歯学・薬学図書館情報セ
ンターHPをご利用いただけません。
◆期間： 2010年11月22日（月） 20：15 から 11月24日（水） 9：00ま
で
※注意：停電明け11月24日(水)の歯学・薬学図書館情報センターHPへの接
続について
別キャンパス及び日進キャンパス別号館からは接続が不安定となる場合があ
ります。その場合は、午後13：00頃を目途に接続可能となります。度々の
利用停止につきまして、利用者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解
ご協力をお願いいたします。
2010/11/18 【11月21日（日） データベースの利用を停止します】
ネットワーク上流である名古屋大学が電気設備法定点検のため、 愛知学院の
IPアドレスのインターネット利用ができません。 つきましては下記期間の
データベースの利用を停止いたします。
期間： 11月21日（日） 終日
※尚、歯学・薬学図書館情報センターのHPやOPACは利用できます。 利用者
の皆さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、 ご理解ご協力をお願いいたしま
す。
2010/11/16 【1階入口から入館できます。退館の際には 2階からになります】
本日より、図書館 1階入口から入ることができます。 ただし、入館のみとな
り退館する際には 2階からになります。 平日 10：00 ～ 17：00 のみにな
ります。
※土日祝日は開いていません。
2010/11/12 【2階にプリンター（モノクロ）を設置しました】
2階にプリンター（モノクロ）を設置しました。 用紙は裏紙を入れていま
す。 無料で印刷できますのでご利用ください。 新品の用紙で印刷したい場
合はご持参をお願いします。 利用できる端末は、 2階立ち台OPAC専用機 2
台と情報検索コーナー 6台です。 尚、macintosh 1台、情報検索端末 1台は
カラープリント用となっています。 料金・印刷等は今までと同じです。ご注
意ください。
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2010/11/9

【11月13、14日は停電のため利用できません】
11月13日 13：00 から 14日終日 まで、 楠元学舎停電のため図書館ホーム
ページが利用できません。 利用者の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、 ご
理解ご協力のほどよろしくお願いします。

2010/11/8

【「医中誌Web」及び「メディカルオンライン」利用ガイダンスのご案内
（12月2日、3日）】
「医中誌Web」及び「メディカルオンライン」利用ガイダンスを 平成22年
12月 2日、 3日に行います。
※2日、3日では、内容が違いますのでご確認の上ご参加ください。
日時： 平成22年12月 2日（木） 17：00 ～ 18：00
場所： 楠元キャンパス 3号館 3階 パソコン室
内容： 医中誌（学部学生対象）、 センターで契約しているデータベース・
電子ジャーナルの紹介
日時： 平成22年12月 3日（金） 17：00 ～ 18：00
場所： 楠元キャンパス 3号館 3階 パソコン室
内容： メディカルオンライン（学部学生対象）、 センターで契約している
データベース・電子ジャーナルの紹介
参加申し込みは楠元センター及び末盛分室カウンターにお願いします。

2010/11/1

【リサイクル図書の提供は終了しました】
リサイクル図書の提供は終了しました。 ご協力ありがとうございました。
掲示物等残っておりましたら、お手数ですが、 処分してくださるようお願い
します。

2010/10/22 【リサイクル図書の提供は10月31日（日）をもって終了します】
提供した図書はほとんどなくなりましたので10月31日（日）で、リサイク
ル図書の提供を終了することとなりました。ご協力ありがとうございまし
た。
案内掲示にご協力いただいた方へお願いです。リサイクル図書の掲示物は図
書館で剥がしますが、剥がし忘れているものは、お手数ですが剥がして処分
ください。
2010/10/22 【冊子体継続中洋雑誌リストを更新しました】
冊子体継続中洋雑誌リスト を更新しました。
追加タイトル（1件） 『Journal of proteomics 』
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2010/10/22 【AGU-NET 新システム切り換えに伴うネットワーク停止日程】
AGU-NET 新システム切り換えに伴い下記の期間、ネットワークが停止とな
ります。 期間中、図書館ホームページの閲覧等インターネット経由のサービ
スは ご利用いただけません。ご了承ください。
◆期間：
10月23日（土） 一部時間帯利用不可
10月24日（日） 終日利用不可
10月30日（土） ～ 10月31日（日） 終日利用不可
2010/10/18 【リサイクル図書は、ほとんどなくなりました】
リサイクル図書は、ほとんどなくなりました。 ご協力ありがとうございまし
た。 目録の加除ができませんでしたが、無かった場合はあしからずご了承く
ださい。

2010/10/14 【10月15日は創立記念日の為、閉館します】
10月15日は創立記念日の為、楠元・末盛両館とも閉館します。 利用者の皆
様にはご迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をお願いします。

2010/10/8

【歯学・薬学図書館情報センターでリサイクル図書を提供します（会場地図
あります）】
本学の歯学・薬学図書館情報センターでは、 国民読書年にちなみ皆様の読書
環境をサポートします。 つきましては、以前短大図書室に配架されていた図
書で除籍した約 6,000 冊の図書をリサイクル図書として提供いたします。
ぜひご活用下さい。
期 間： 2010年10月12日（火） ～ 11月 7日（日） 9：00 ～ 16：00
場 所： 愛知学院大学楠元キャンパス 2号館 1階 212、214教室
http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/riyo/annnai.pdf
取り扱い図書： 取り扱いの図書については リサイクル図書リスト（Excel)
をご参考下さい。
※リストに掲載されていても、先着順ですので現物がない図書もあります。
→10/18（月）時点でほとんどなくなりました。（残り 100 冊程となりま
した）

2010/10/8

AGUD・P Library News No.66 を更新しました。
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2010/10/7

【平成22年度日本薬学図書館協議会 東海地区協議会研修会を開催します】
日本薬学図書館協議会では、主催する研修会・研究会を特定非営利活動法人
日本医学図書館協会とお互いに協賛しあうことにしています。そこで今回の
研修会も、日本医学図書館協会東海地区会及び東海地区医学図書館協議会の
協賛を得て、広く関心のある方々にも参加を呼び掛けることにしました。
愛知学院大学 薬学部 臨床薬剤学 長田孝司 先生の講演「医薬品と情報」につ
いてを受けて、 参加者みなさまと魅力ある薬学図書館とはどのようなもの
か、考えてみたいと思います。(情報交換会・軽食パーティーでは多少のア
ルコールを準備します。)
平成22年度日本薬学図書館協議会 東海地区協議会研修会開催要項(pdf)
1. 日時： 平成22年10月22日（金） 15：00～17：30
2. 場所：〒464-8650 名古屋市千種区楠元町1-100 愛知学院大学楠元キャ
ンパス 薬学部棟2階 202中講義室 ℡ 052-751-2561
3. 日程： 研修会受付（15：00 ～ 15：30）、講演（15：30 ～ 16：
30）、ディスカッション（16：30～ 17：00）、 休憩・図書館見学（17：
00 ～ 17：30）、情報交換会・軽食パーティー（17：30 ～ 18：00）
4. 費用： 無料
5. 申込： 10月19日(火)迄に｢出欠連絡票｣(Word)にご記入の上、FAX・Email等にてお申込み下さい。

2010/10/5

【短大書庫資料の利用について】
蔵書検索（OPAC）画面にて、【配架場所】が【短大書庫】と表示のある資
料の利用について、 現在、短大書庫の整理を行っている為、資料によって
は、利用までに時間のかかるものや、 利用不可の場合があります。 ご迷惑
をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

2010/10/2

【1階無線LANが不調の際は2階端末をご利用ください】
現在、 1階無線LANの調子が悪い場合があります。 データのダウンロード等
が必要な際は、 2階の情報検索端末 macintosh 1台、windows 1台 USBが
使えますので、 カウンターにて許可を受けた上でご利用ください。

2010/10/1

【10月 7日、 8日は解剖慰霊祭の為 1階が使えません】
平成22年10月 7日、 8日に解剖慰霊祭が行われます。 歯学・薬学図書館情
報センター 1階を解剖慰霊祭控室として利用するため、 図書館として利用す
ることができません。 利用者の皆さまにはご迷惑をお掛けしますがご協力を
お願いします。
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2010/9/30

【1階学習用閲覧室の開館時間延長は行いません】
関係学部長・先生も含めて協議した結果、20時以降の開館は、室外機の設置
場所からの機械音のため近所からの苦情が予想され、現在建設中の 4号館が
完成するまでは、センターの開館条件を大幅に変更することは好ましくない
という結論に達しました。協議の詳細は歯学・薬学図書館ホームページの
「館内情報」内「歯学・薬学図書館情報センター開館時間延長についての打
ち合わせ（報告）」をご覧ください。ご了承ください。 お問い合わせは所属
学部の学部事務室までお願いします。

2010/9/30

【横断検索機能 のご案内】
ひとつのキーワードで、学内契約データベースを一度に検索することが出来
るように なりました。 データベース毎に検索する必要がなく、検索洩れも
ありません。
※一部調整中のデータベースあり。
また、文献情報でないものや契約上横断検索機能設定が出来ないものは除
外。
ご利用は歯学・薬学図書館情報センターホームページ トップ画面上部タブの
[データベース] → プルダウンメニューの[横断検索] からどうぞ。

2010/9/27

AGUD・P Library News No.65 を更新しました。

2010/9/16

【NetLibrary のシステムメンテナンスがあります】
NetLibraryのシステムメンテナンスに伴いまして 9月19日（日）22：00 ～
20日（月）2：00 の約4時間、一時的 にサービスがご利用頂けなくなりま
す。
※作業の進捗状況により、サービス再開時間は多少前後する場合がありま
す。 ご利用のお客様にはご迷惑をおかけ致しますが、ご協力頂けますようお
願い申し上げます。

2010/9/13

【ネットで百科、ジャパンナレッジプラス サーバーメンテナンス情報】
下記のサービスについて、サーバーメンテナンスが行われます。
＜ネットで百科＞ サービス停止日時： 2010年 9月14日（火） 9：00 ～
19：00
＜ジャパンナレッジプラス＞ サービス停止日時： 2010年 9月22日（水）
15：00 ～ 18：00（予定）
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2010/8/27

【8月28日～29日のOPAC・データベース利用について】
8月28日から29日まで、ネットワーク機器の入替及びネットワーク回線の点
検を行うため、 OPACによる検索、ネットワークを介したデータベースへの
アクセス等が 不安定な状態になります。 （断続的にネットワークへのアク
セス可能・不可能を繰り返します）

2010/8/26

【8月27日インターネット・OPAC利用できません】
8月27日は、ネットワーク機器の入替及びネットワーク回線の点検を行うた
め、 インターネット、OPACによる検索等が利用できません。
利用者の皆さまにはご不便をお掛けしますが、ご理解のほどよろしくお願い
します。

2010/8/19

AGUD・P Library News No.64 を更新しました。

2010/8/9

【書庫内リフト取替工事（8/9～8/19）】
書庫内の運搬用リフトの取替工事を 8/ 9 ～ 8/19にかけて行います。 工事
期間中は、書庫内の入庫は可能ですが 一部養生をしてある部分の製本雑誌や
図書は取り出しできません。 また、各層に繋がって工事をしており大変危険
ですので、 工事箇所へは近づかない様にお願いします。 ご迷惑をお掛けし
ますが、ご協力をお願いします。

2010/7/29

【電子ジャーナルポータルサイト運用開始】
電子ジャーナルのオンライン検索を始めました。
｢図書館情報センター｣、｢歯学・薬学図書館情報センター｣両館で閲覧可能な
電子ジャーナルのみ検索可能です。
歯学・薬学図書館情報センターのみ閲覧可能な電子ジャーナルは検索できま
せん。（現在調整中）
必要な方は「電子ジャーナル」内タイトルリストよりアクセスをお願いしま
す。
TOPページ上部タブ「電子ジャーナル」→「EJオンライン検索」 または「電
子ジャーナル」→「電子ジャーナル」内電子ジャーナルオンライン検索（学
内専用）から アクセスをお願いします。

2010/7/26

【8月 3日（火）楠元図書館・末盛分室閉館のお知らせ】
8月 3日は、開架図書の蔵書点検の為楠元図書館・末盛分室ともに閉館しま
す。 利用者の皆さまにはご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいたしま
す。
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館内情報／答申報告 内 大学図書館の整備及び学術情報流通の在り方につい
て（審議のまとめ） を更新しました。

2010/7/16

館内情報／平成22年度第2回運営委員会議事要録 を更新しました。

2010/7/15

AGUD・P Library News No.63 を更新しました。

2010/7/14

【楠元 7月14日（水） ～ 16日（金）臨時開館延長のお知らせ】
7月17日（土）第3回総合歯学試験のための利用者を考慮して、 楠元 1階学
習用閲覧室の閉館時間を 7月14日（水）、15日（木）、16日（金）の 3日
間、21時まで延長します。
※末盛は通常通り20時閉館です。

2010/7/6

【７月11日（日） ProQuest社データベースサービス一時休止のお知らせ】
ProQuest社のサーバーメンテナンスのため、下記の時間帯はサービス休止
となります。 ご了承ください。
◆日時： 2010年 7月11日（日） 11：00 ～ 19：00

2010/7/2

【7月 7日（水）閉館時間変更のお知らせ】
7月 7日（水）は、クールアース・デーです。楠元学舎が消灯されるため、
楠元センターのみ19時30分に閉館します。
※末盛分室は通常通り20時まで開館します。

2010/6/23

【夏休み長期貸し出しについて】
以下の通りに実施いたします。
身分： 対象貸出日期間／返却日
◆歯学部学生： 6月23日（水）～ 8月 2日（月） ／ 9月 2日（水）
◆薬学部学生： 7月 2日（金）～ 8月25日(水)／ 9月24日（金）
◆短大生： 7月 7日（水）～ 8月12日(木)／ 9月13日（月）
◆技工専門学校生： 7月 7日（水）～ 8月12日（木）／ 9月13日（月）
※長期貸出期限内でも図書の利用が終わったら返却いただきますようにご協
力をお願いします。
館内情報／意見箱回答集 を更新しました。
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2010/6/21

「ヨミダス歴史館」トライアル＜学内専用＞のご案内
◆トライアル期間： 平成22年 7月21日（木）まで
※トライアルはこちら（学内専用・同時アクセス数： 5）
または、当HPメニュー上部「データベース」→「新聞記事を探す」→「読売
新聞・ヨミダス歴史館」よりアクセス
どうぞご活用ください。
館内情報／意見箱回答集 を更新しました。

2010/6/14

冊子体継続中洋雑誌リスト を更新しました。
追加タイトル（3件） 『Newsweek』『Molecular oral microbiology』
『Nature Reviews Molecular Cell Biology』

2010/6/11

【6月11日・12日 開館時間変更のお知らせ】
6月11日（金） 楠元図書館は17時45分で閉館します。末盛図書室は通常通
り20時閉館です。 6月12日（土） 楠元祭のため、楠元図書館・末盛図書室
ともに休館いたします。

2010/6/10

【薬学会誌を公開しました。】
愛知学院大学薬学会の協力で、薬学会誌創刊号から最新号までを公開しま
す。
これは平成18年 3月23日に科学技術・学術審議会学術分科会研究環境基盤
部会学術情報基盤作業部会から出された 「学術情報基盤の今後の在り方につ
いて（報告）」に基づいて、当歯学・薬学図書館情報センターが取組んでい
る 「機関リポジトリーの推進」に関する事業の一環です。今後の関係者のみ
なさまのご理解・ご協力とご支援をお願いします。
※トップページ中央にある「学会誌」のタブをクリックして閲覧してくださ

2010/6/9

い。
AGUD・P Library News No.62 を更新しました。

2010/6/8

洋雑誌電子ジャーナルタイトルリスト に 1件追加の更新をしました。
追加タイトル「Zoological Record」 ※データベースLWW@Ovidからもア
クセス可能です。
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2010/6/1

冊子体継続中和雑誌リスト を更新しました。
追加タイトル（6件）『DHstyle = ディーエイチスタイル 』『デンタルハイ
ジーン』『The English journal』『Nico = ニコ : 患者さんと歯科医院の笑
顔をつなぐコミュニケーションマガジン』『日本歯科理工学会誌 : 歯科材
料・器械』『歯科衛生士 = The Journal of dental hygienist 』

2010/6/1

【"AGU LINK"について】
論文を探す際に“AGU LINK”のアイコンがあるものがありますが、 それをク
リックすると愛知学院のポータルサイトに繋がり電子ジャーナルが閲覧可能
か確認することができます。 ただし現在は整備中のため歯学・薬学図書館情
報センターの全文リンクは一部反映されていません。 ポータルサイトは 8月
頃サービス開始の予定です。

2010/5/27

AGUD・P Library News No.61 を更新しました。

2010/5/26

【6月1日(火)から6月13日（日）まで、除籍図書のリサイクルをします。】
複本のため除籍した図書のリサイクルを 6月 1日（火）から 6月13日（日）
まで行います。 場所は、楠元図書館棟 1階ロビーです。対象の図書は約
2,320冊です。（リサイクル図書リスト)
教職員に限らず市民の方々も参加してください。 但し、廃棄図書に関しての
ご質問には一切お答えできませんので、よろしくお願いします。
【文献支援ソフトRefWorksが使えるようになりました。】
RefWorks とは、学術情報・研究成果の収集と管理、共有、情報発信を支援
するウェブサービスです。 インターネット上で個人の書誌情報データベース
を構築・管理でき、 また論文執筆時の文献引用や参考文献生成を支援する大
変便利なオンラインサービスです。
※利用にはユーザ登録が必要です。 登録はこちらの[個人アカウント作成]を
クリック または、当HPメニュー上部「データベース」→「論文の情報を探
す」→「RefWorks」よりアクセス

2010/5/24

【大泉文庫を開設しました。】
大学 3年生時に亡くなられ、平成 21年度特別卒業生として卒業された 大泉
若菜さんのご遺族より図書館に寄贈されました、 図書等 87点を大泉文庫と
して 2階閲覧スペースにに開設いたしました。 利用方法等は他の開架図書と
同じですのでご自由にお使いください。
→大泉文庫目録
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2010/5/10

館内情報／意見箱回答集・平成22年度 図書購入について・平成22年度 選
書・発注・検収・受入フロー を更新しました。

2010/4/30

AGUD・P Library News No.60 を更新しました。

2010/4/23

開館日カレンダー を更新しました。
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