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【愛知学院大学薬学会誌最新号（VOLUME5/2012.12発行）を公開しまし
た】
愛知学院大学薬学会の協力で、「藥学会誌VOLUME5」の全文（PDFデータ）
を公開いたしました。 トップページ中央にある「楠元キャンパス学会誌」の
タブをクリックし「愛知学院大学薬学会誌(創刊号から最新号まで) 」の中の
http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/gakukaisi/yakugakukaisi.htm から閲
覧してください。

2013/2/28

【（日進）図書館情報センター蔵書点検に伴うサービス休止 3/1（金）～3/6
（水）のお知らせ】
平成25年 3月 1日（金）から 3月 6日（水）まで図書館情報センター（日
進）が蔵書点検により休館となり、期間中は各種サービスが休止されます。
休止サービス詳細につきましては 図書館情報センター（日進）
http://www.lib.aichi-gakuin.ac.jp/ のお知らせ（NEWS&TOPICS）をご確
認ください。 学内相互利用は楠元・末盛カウンターで 3/ 1（金）～ 3/ 6
（水）受付分の到着は3/7（木）以降になります。

2013/2/1

【歯学・薬学図書館情報センターオンラインジャーナルを公開します】
歯学・薬学図書館情報センターオンラインジャーナルを公開します。 上メ
ニュー「電子ジャーナル電子ブック」から｢オンラインジャーナルリストへ」
を選択または 以下のリンクをクリックしてご利用ください。
http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/data/onlinejournal.html

2013/1/1

【歯学・薬学図書館情報センターは 1月 7日（月）より開館】
歯学・薬学図書館情報センターは年末年始のため12月27日（木）から 1月 5
日（土）までを休館致します。
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2012/12/10 【CAN私立大学コンソーシアム及びILL受付停止期間のお知らせ（CAN：
12/21(金） 13：00～ 1/ 7(月） 9：00、ILL：12/26（水） 17：00～ 1/ 7
（月） 9：00）】
歯学・薬学図書館情報センターでは下記の期間、CANおよびILLの受付を停止
します。年末・年始のCAN私立大学コンソーシアム参加館（中部大学・南山
大学）の利用については、各大学図書館ホームページで開館時間等を確認し
てください。
◆CAN受付停止期間： 2012年12月21日（金） 13：00 ～ 2013年 1月 7日
（月） 9：00
◆ILL受付停止期間： 2012年12月26日（水） 17：00 ～ 2013年 1月 7日
（月） 9：00
2012/12/10 【学内電気設備点検によるホームページ一時休止について（12/22（土）
13：00 ～ 12/25（火） 9：00）】
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
ターホームページをご利用いただけません。
◆期間： 2012年12月22日（土） 13：00 ～ 12月25日（火） 9：00
※停電明け12月25日（火）の歯学･薬学図書館情報センターホームページへ
の接続が不安定となる場合があります。 その場合は、13：00ごろを目処に接
続可能となります。 ご迷惑をお掛けいたしますがご了承ください。
2012/11/19 【学内電気設備点検によるホームページ一時休止について（12/8（土）13：
00 ～ 12/10（月） 9：00）】
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
ターホームページをご利用いただけません。
◆期間： 2012年12月 8日（土） 13：00 ～ 12月10日(月） 9：00
※停電明け12月10日(月)の歯学･薬学図書館情報センターホームページへの接
続が不安定となる場合があります。 その場合は、13：00ごろを目処に接続可
能となります。 ご迷惑をお掛けいたしますがご了承ください。
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2012/11/16 【医中誌Web（Ver.5）バージョンアップに伴う不具合のお知らせ】
医学中央雑誌刊行会から以下の連絡がありました。
2012年11月16日より、医中誌Web（Ver.5）がバージョンアップしました
が、現在、下記の不具合が判明しております。
(1)クリップボードに文献を保存する際に表示されるべき、「現在クリップ
ボードに保存されている件数」が表示されない。
(2)ダウンロードで「検索式の出力」を「あり」に指定した際、式と件数が正
しく出力されない。
(3)「～」を含む検索式 (チェックタグの年齢区分など)が、「検索式の保存」
にて正しく保存されない。
(4)特定の条件で「所蔵アイコンの表示」を設定した場合、そのアイコンが表
示されない。 ⇒ 暫定的な対応方法があります。 上記に関する調査・対応の
状況及び、(4)に関する暫定的な対応方法につきまして、下記にてご案内して
おります。 http://www.jamas.or.jp/news/ver/v5_error.html
以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。
2012/11/14 【AGUD・P Library Letter No.87を更新しました】
AGUD・P Library Letter No.87を更新しました。
→http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/news/letter87.html

2012/11/12 【中村航さん（作家）トークショー＆サイン会開催報告】
読書週間特別イベント 中村航さん(作家)トークショー＆サイン会を 2012年
11月 2日（金） 愛知学院大学楠元キャンパスにて愛知学院大学歯学・薬学図
書館情報センター主催で開催しました。 大盛況のうちに終了しました。 ご参
加いただいた皆様ありがとうございました。
開催報告の詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.slib.agu.ac.jp/kaito/event20121102.html
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2012/11/6

【医中誌Web（Ver.5）バージョンアップ（11/16（金） 1：00頃） のお知
らせ】
医学中央雑誌刊行会から以下の連絡がありました。
医中誌Web(Ver.5)の次期バージョンアップを、11/16（金） 深夜1：00頃に
実施することとなりました。 0：00にサーバを停止し、リリースのための作
業を行います。作業が完了し次第リリースとなります。（1：00頃を予定して
います）
◆クローズ期間： 2012/11/ 9（金） 深夜0：00 ～ 2012/11/16（金） 深
夜1：00頃
今回のバージョンアップにより、「全文リンクがある文献」への絞込みが可
能となる他、「My医中誌」の一機能として、多くのご要望を頂いてきたメー
ルアラートの設定も行えるようになります。 バージョンアップ内容の詳細に

2012/11/6

つきましては、医中誌HPの下記ページをご参照下さい。 リリース内容の詳細
【医中誌Web（Ver.5）バージョンアップ（11/16（金）から11/22(木)に変
更） のお知らせ】
医学中央雑誌刊行会から以下の連絡がありました。
医中誌Web（Ver.5）のバージョンアップのリリースに伴い更新日が
2012/11/22（木）に変更となりました。 今回のバージョンアップでは、管
理者様用画面も大幅に改定されます。また、所蔵リストのフォーマット等も
変更になるため、既にご登録頂いているリストについても事前に新フォー
マットに変換して新システムに移行します。 リリース内容の詳細につきまし
ては、以下をご参照下さい。 http://www.jamas.or.jp/news/ver.html
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2012/11/5

【医中誌Web（Ver.5）バージョンアップ（11/16（金） 1：00頃） のお知
らせ】
医学中央雑誌刊行会から以下の連絡がありました。
医中誌Web（Ver.5）の次期バージョンアップを、11/16（金）深夜 1：00頃
に実施することとなりました。 0：00にサーバを停止し、リリースのための
作業を行います。作業が完了し次第リリースとなります。（1：00頃を予定し
ています） 今回のバージョンアップでは、管理者様用画面も大幅に改定され
ます。また、所蔵リストのフォーマット等も変更になるため、既にご登録頂
いているリストについても事前に新フォーマットに変換して新システムに移
行します。それに伴い、以下の期間管理者様用画面をクローズします。 ク
ローズしている間は設定の変更ができませんので、予めご了承頂けますよう
お願いいたします。
◆クローズ期間： 2012/11/ 9（金） 深夜0：00 ～ 2012/11/16（金） 深
夜1：00頃
リリース内容の詳細につきましては、以下をご参照下さい。
http://www.jamas.or.jp/news/ver.html

2012/10/18 【医中誌Web（Ver.5）バージョンアップ（11月中旬）のお知らせ】
医学中央雑誌刊行会から以下の連絡がありました。
医中誌Web（Ver.5）の次期バージョンアップを、11月中旬に実施することと
なりました。 今回のバージョンアップにより、「全文リンクがある文献」へ
の絞込みが可能となる他、「My医中誌」の一機能として、多くのご要望を頂
いてきたメールアラートの設定も行えるようになります。 バージョンアップ
内容の詳細につきましては、医中誌HPの下記ページをご参照下さい。
http://www.jamas.or.jp/news/ver.html
2012/10/10 【返却期限日が10/13（土）の方は10/15（月）に返却をお願いします】
10月13日（土）は創立記念日式典のため、楠元・末盛ともに休館になりまし
たので、 返却期限日が10月13日（土）の方は、１０月１5日（月）に返却を
お願いします。10月13日（土）に返却の場合は、ブックポストをご利用くだ
さい。 よろしくお願いいたします。
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2012/10/1

【10/13（土）楠元・末盛ともに創立記念日式典のため休館します】
10/13（土）楠元・末盛ともに創立記念日式典のため休館します。
10/15（月）創立記念日は通常通り開館します。
※≪ミニサイズの開館日カレンダー（10月～11月分）修正のお知らせ≫
9/27（木）～ 9/30（日）まで配布分の図書館内でご自由にお持ちいただい
ているミニサイズの開館日案内は修正前のため10/13（土）楠元のみ開館、
10/15（月）が休館となっているため、お持ちの方は差替えをお願いしたしま
す。10/ 1から修正後の開館日案内を配布しております。よろしくお願いした
します。

2012/9/14

【ProQuestサーバーメンテナンスによるサービス一時休止（9/23（日）
11：00 ～ 23：00）のお知らせ】
ProQuestのサーバーメンテナンスのため下記の時間帯は、サービスが休止さ
れます。 ご不便をおかけいたし ますが、ご了承のほどお願い申し上げます。
◆ProQuestサービス休止日時： 2012年 9月23日（日） 11：00 ～ 23：:00
（12時間）

2012/9/14

【【注意】メディカルオンライン規約上の禁止行為発生について 】
平成24年 8月20日メディカルオンラインの提供元より規約上の禁止行為発生
の警告がありました。 このため、アクセスされたパソコン（ブラウザ）のみ
が自動的に最大 1時間の利用停止となりました。 今後、このようなアクセス
が繰り返されますと、現在ご利用いただいているデータベースが利用停止と
なってしまいますので、十分ご注意ください。

2012/9/12

【メディカルオンラインサーバーメンテナンスによるサービス一時休止
（9/22（土）午前10:00 ～12:00）のお知らせ】
メディカルオンラインサーバーメンテナンスにともないメディカルオンライ
ンのサービスが下記の時間ご利用いただけません。メンテナンス中はメディ
カルオンラインへのアクセスが出来ません。ご不便をおかけいたし ますが、
ご了承のほどお願い申し上げます。
◆メディカルオンラインサービス休止日時： 2012年 9月22日（土） 10：00
～ 12：00
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2012/9/11

【11/ 2（金）18：00～19：30 中村航さん（作家）トークショー＆サイン
会開催のお知らせ】
≪読書週間特別イベント 中村航さん（作家）トークショー＆サイン会（入場
無料）を開催します≫
中村航さんは「100回泣くこと」（2013年映画化される）の原作者で、最新
作「トリガール！」など著書多数。
◆日時： 2012年11月 2日（金） 17：30開場 / 18：00開演 ～ 19：30終演
◆場所： 愛知学院大学楠元キャンパス 4号館 2階講義室（4201）
参加希望の方は、下の1.～4.を下のアドレスに送信してください。
1. 氏名 2. 学部学科（学年）or所属部課orその他 3. 過去に読んだことのある
中村航さんの著書 4. 中村航さんへの質問
(※必ずお書きください。トークショーの質問に採用される可能性があります
ので予めご了承ください。)
申し込みアドレス：rirekishonakamurako@yahoo.co.jp
締め切りは2012年10月31日（水）までです。
※希望者多数の場合、定員になり次第締め切ります。参加予約制です。お早
目にお申し込みください。
※受付確認の返信はいたしませんので当日直接会場へお越しください。参加
不可の場合のみ返信いたします。
※お問い合わせは申し込みメールアドレスまでお願いします。
◆主催： 愛知学院大学歯学・薬学図書館情報センター

2012/8/20

【【注意】メディカルオンライン不正アクセス発生について】
平成24年 8月20日メディカルオンラインの提供元より不正アクセス発生の警
告がありました。 このため、アクセスされたパソコン（ブラウザ）のみが自
動的に最大 1時間の利用停止となりました。 今後、このようなアクセスが繰
り返されますと、現在ご利用いただいているデータベースが利用停止となっ
てしまいますので、十分ご注意ください。

2012/8/16

【RefWorksサーバーメンテナンスによるサービス一時休止お知らせ(8/19
（日） 11：30 ～ 19：30)】
サーバーメンテナンスにともない、RefWorksのサービスが下記の時間ご利用
いただけなくなります。 ご不便をおかけいたし ますが、ご了承のほどお願い
申し上げます。
◆日時：2012年8月19日（日） 11：30～19:30 (8時間）
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2012/8/16

【ScienceDirect/Scopusバージョンアップに伴うサービス停止のお知らせ
（8/25（土）20：30 ～ 26（日）15：30)】
SciVerse ScienceDirect/Scopusのバージョンアップが行われ、それに伴
い、サービスの停止が予定されております。ご不便をおかけいたし ますが、
ご了承のほどお願い申し上げます。なお、サービス停止期間中は、停止予定
時間を各製品ホームページに表示いたします。
◆サービス停止予定時間： 2012年 8月25日（土） 20：30 ～ 26日（日）
15：30 （約19時間）
◆バージョンアップの概要：
≪ScienceDirectの主な変更点≫
・論文フルテキストページの右フレームの表示方法が変更され、各種の付加
機能が利用しやすくなります（Article of the Future第 2ステップ）。
・eBooks（単行本）のフルテキストページの左フレームに該当タイトルの目
次が追加され、ナビゲーションが容易になります。
・ブラウズ画面のレイアウトが整理され、使いやすくなります。
バージョンアップ概要（英語）はこちらから。→
http://www.info.sciverse.com/newsevents/releases/sciencedirect/2012/07/19/sciencedirect-release
≪Scopusの主な変更点≫
・アラートの機能が強化されます（アラート配信日の詳細指定、複数メール
アドレスの登録など）
バージョンアップ概要（英語）はこちらから。→
http://www.info.sciverse.com/newsevents/releases/scopus/2012/07/19/scopus-release-122

2012/8/10

【学内システムメンテナンス情報（8/15（水） 8：45 ～ 9：45）】
名古屋大学のSINET接続変更作業のため、下記の時間帯はインターネット接
続不可になります。
◆日時： 2012年 8月15日（水） 8：45 ～ 9：45
・インターネット接続不可（Web接続・電子メール・VPN接続 等
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2012/8/10

【ProQuestメンテナンスによるサービス一時休止 （8/19（日）11：00 ～
23：00）のお知らせ】
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サービス休止日時： 8月19日（日） 11：00 ～ 23：00 (12時
間)
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://search.proquest.com となっているデータベース
2. ログインURLが http://proquest.umi.com となっているデータベース
3. ログインURLがhttp://www.csa.com となっているデータベース
4. Chadwyck商品（ログインURLに "chadwyck.com" を含むデータベー
ス）

2012/8/1

・Digital National Security Archive (DNSA) ・Early English Books
【8月コンセプトコーナーはアンケートリクエスト企画「自然から学ぶ医療知
識」です】
2012年 8月の展示は、「アンケートリクエスト企画

自然から学ぶ医療知

識」です。人は古代から、自然に囲まれて生活してきました。ネットも電化
製品も病院もクスリもなかった時代、生活に必要な恩恵を全て授けてくれた
自然。 自然の中にあるものが道具やクスリになることに、少し目を向けてみ
てください。
◆HPリンク： http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/concept/concept.html
◆ブクログ書棚： http://booklog.jp/users/agudp
※ブクログとはウェブ上に本棚を作るサービスです。 外部サイトへのアクセ
2012/7/30

スとなります。
【8/ 3（金）はオープンキャンパスのため 1階はご利用いただけません】
8月 3日（金）はオープンキャンパスのため楠元図書館 1階はご利用いただけ
ません。ご迷惑をおかけしますがご了承ください。 2階は通常通りご利用い
ただけます。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し
ます。

2012/7/17

【BioOneメンテナンスによるサービス一時休止（7/22(日）23時から4時
間）のお知らせ】
メンテナンスのため、下記の日時はBioOneをご利用いただけません。
◆BioOneサービス休止日時： 2012年 7月22日 23：00から 4時間
ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
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2012/7/13

【CAN私立大学コンソーシアム受付停止期間のお知らせ（中部大学 8/7～
16、南山大学 8/2～21）】
CAN加盟館のCAN受付停止期間は下記のとおりです。
◆中部大学： 2012年8月 7日（火） 12：00 ～ 8月16日（木） 10：00
◆南山大学： 2012年8月 2日（木） 13：00 ～ 8月21日（火） 13：00
開館時間等の詳細は、各大学図書館ホームページをご覧ください。
◆中部大学 http://www.bliss.chubu.ac.jp
◆南山大学 https://alta.lib.nanzanu.ac.jp/top/index.do;jsessionid=C13D2B977E116A0F6C30D91273FEE0
76?method=open

2012/7/12

【蔵書点検のため休館のお知らせ（楠元 8/6 ～ 7、末盛 8/6）】
蔵書点検のため下記の日程を休館します。
◆2012年 8月 6日（月）楠元・末盛
◆2012年 8月 7日（火）楠元
※8月 7日（火）は末盛のみ 9：00 ～ 19：00 開館しています。

2012/7/2

【7月のコンセプトコーナーは、先生リクエスト企画「主人公はお医者さん」
です】
2012年 7月のテーマは先生リクエスト企画「主人公はお医者さん ～医師とし
て人として医療に向き合う人々～」です。 「医師」から見た「医師」、「医
師」から見た「患者」、「家族」から見た「医師」 そして「患者」から見た
「医師」。 様々な物語のなかで、「医師」という職業の可能性と多面性に、
触れてみませんか？ 展示中も貸出可能ですので、ぜひ手に取ってみてくださ
い。
◆HPリンク： http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/concept/concept.html
◆ブクログ書棚： http://booklog.jp/users/agudp
※ブクログとはウェブ上に本棚を作るサービスです。 外部サイトへのアクセ

2012/6/25

スとなります。
【AGUD・P Library Letter No.86を更新しました】
AGUD・P Library Letter No.86を更新しました。
→http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/news/letter86.html
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2012/6/21

【夏休み長期貸し出しについて】
夏休み長期貸し出しは下記の通りに実施いたします。
◆身分： 長期貸出対象の貸出日期間／返却日
歯学部学生： 6/21（木）～7/28（土）／8/29（水）
薬学部学生： 7/5（木）～8/16（木）／9/18（火）
短大生：7/5（木）～8/16（木）／9/18（火）
技工専門学校生：7/5（木）～8/16（木）／9/18（火）
※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
力をお願いいたします。

2012/6/19

【本日6/19（火）は暴風警報発令のため12：30で臨時休館です】
本日は、暴風警報発令のため楠元・末盛両館とも 12：30 臨時休館しまし
た。ご了承ください。

2012/6/18

【ProQuestメンテナンスによるサービス一時休止（7/1(日) 11：00 ～ 23：
00）のお知らせ】
サーバーメンテナンスのため、下記の日時はProQuestをご利用いただけませ
ん。
◆ProQuestサービス休止日時： 2012年 7月 1日（日） 11：00 ～ 23：00
(12時間)

2012/6/1

【医中誌Web（Ver.5）バージョンアップのお知らせ】
医学中央雑誌刊行会から以下の連絡がありました。
6月 1日（金）より、医中誌Web（Ver.5）がバージョンアップされ、 「My医
中誌」が本公開となるとともに、フィルター設定が可能となります。
◆My医中誌の本公開
5月10日より行っているPre公開と登録方法・設定方法の変更はありません。
また、Pre公開時に設定した内容は、本公開後もそのまま引き継がれます。
◆フィルター機能
フィルター機能とは、ユーザー管理者画面またはMy医中誌の設定画面にて予
め絞り込み条件を設定することにより、検索を実行すると、 通常の検索結果
とともに、設定した条件で絞り込んだ検索結果が表示される機能です。な
お、何も設定しなくても「医中誌デフォルト」として「抄録あり」フィル
ターのタブが 「すべて」のタブに並んで表示されるようになります。このタ
ブは、ユーザー管理者画面ならびにMy医中誌にて非表示とすることも出来ま
す。
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・6月 1日のバージョンアップの概要につきましては、 医中誌ホームページの
下記のページをご参照下さい。
http://www.jamas.or.jp/news/ver.html
・My医中誌によるフィルター設定につきましては、下記のHELPをご参照下さ
い。 http://www.jamas.or.jp/web_help5/my_filter.html
2012/6/1

【６月のコンセプトコーナーの企画は「アンケートリクエスト企画いろいろ
な国や地域にふれてみよう！旅のエッセイ集めました」です】
暑い季節は涼しい場所へ行きたい方、暑いからこそもっと暑い場所を求める
方は旅行の前にぜひご覧ください。 また、暑さ寒さに関係なくどこへも行け
ない方も、旅行気分になっていただきたいと選びました。展示中も貸出可能
ですので、ぜひ手に取ってみてください。
◆HPリンク： http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/concept/concept.html
◆ブクログ書棚： http://booklog.jp/users/agudp
※ブクログとはウェブ上に本棚を作るサービスです。 外部サイトへのアクセ
スとなります。

2012/5/16

【AGUD・P Library Letter No.85を更新しました】
AGUD・P Library Letter No.85を更新しました。
→http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/news/letter85.html

2012/5/9

【学内システムメンテナンス情報5/23（水）18：30-21：00】
下記の日時は、セキュリティ対策作業のため、一時的にインターネット接続
等が 不安定となります。ご迷惑をお掛けしますがご了承ください。
◆日時： 2012年 5月23日(水) 18：30 ～ 21：00
＜18：30 ～ 20：00（終了時刻は予定）＞
・パスワードの変更不可 ・MACアドレスの登録不可 ・dpcメールの送受信不
可
・全学生メール(Gmail)の送受信不可 ・SSL-VPN接続不可
＜19時30分 ～ 21時00分（この間で各10分程度の停止）＞
・ウェブコンテンツ公開不可 ・無線LAN利用不可
・楠元および末盛学舎インターネット接続不可
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2012/5/9

【「My医中誌」Pre公開のお知らせ】
医学中央雑誌刊行会から以下の連絡がありました。
6月 1日（金）に予定されている医中誌Webの「My医中誌」などのバージョ
ンアップに先んじて、 5月10日（木）より「My医中誌」のPre公開を実施し
ます。 この機会にぜひ登録・設定し、お試しください。
◆Pre公開の概要
・2012年5月10日(木)の早朝より登録・設定可能となります。
・「医中誌Web」にログイン可能なユーザーの方は全て登録できます。
・Pre公開期間中は、「環境設定」のみ設定が行えます。
・Pre公開期間中に登録したアカウントおよび設定内容は、本公開後も引き継
がれる予定です。 Pre公開の詳細(登録方法など)につきましては下記をご参照
下さい。 http://www.jamas.or.jp/news/news38.html
「My医中誌」の設定内容につきましては下記をご参照下さい。
http://www.jamas.or.jp/news/ver/v5_dai2_05.html

2012/5/7

【文献検索講習会『ちょこっと検索入門』を毎週火曜日に開催します】
文献検索講習会『ちょこっと検索入門』を下記の日程で開催します。
『自力で欲しい文献を探し出し、かつ、入手できるようになること』を目的
とした文献検索講習会です。医中誌Webを使用します。 時間は15分程度で終
わりますのでお気軽にご参加ください。
≪ちょこっと検索入門のご案内≫
◆対象： 学部学生
◆開催日： 2012年 5月 ～ 6月（2ヶ月間）毎週火曜日
◆開催時間： 16時45分～ （15分程度）
◆開催場所： 歯学・薬学図書館情報センター2階 情報検索コーナー
ご希望の方は歯学・薬学図書館情報センターのカウンターまでお申し出くだ
さい。 定員6名ですが、6名以上の場合はパソコンの傍で見学可能です。 希望
日の前日までにお申し込みください。開催日時は相談に応じます。

13 / 15 ページ

2012/5/1

【５月のコンセプトコーナーの企画は「愛で育て身体に取り入れる植物 ～医
療従事者から患者まで～」です】
患者だけでなく医療従事者にも癒しを与えてくれる植物をテーマに取り入れ
ました。主に普段耳にする機会の多いハーブや薬草を 活用する/育てる方法を
紹介した本を集めました。心と体の癒しになる植物は、医療現場で働く際の
ヒントにもなるかもしれません。目で見て育てて体に取り入れて、自然のあ
たたかなパワーの恩恵を感じてみませんか。 展示中も貸出可能ですので、ぜ
ひ手に取ってみてください。
◆HPリンク： http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/concept/concept.html
◆ブクログ書棚： http://booklog.jp/users/agudp
※ブクログとはウェブ上に本棚を作るサービスです。 外部サイトへのアクセ
スとなります。

2012/4/11

【AGUD・P Library Letter No.84を更新しました】
AGUD・P Library Letter No.84を更新しました。
→http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/news/letter84.html

2012/4/5

【平成23年度企画協力員賞（レファレンス協同データベース）を受賞しまし
た】
2012年 1月18日、レファレンス協同データベース事業事務局より受賞の連絡
をいただきました。受賞の理由は、「職員数が少ない中で、2010年から積極
的なデータ登録・活用を開始」したからだそうです。（受賞に関する詳細は
http://crd.ndl.go.jp/jp/library/thanks_kikaku.htmlをご覧下さい。）
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当館では平成22年度（2010年）より国立国会図書館レファレンス協同データ
ベース事業へ参加を開始し、 レファレンスのデータベース登録・当館HP
（http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/path/ref.html）との連動などを行っ
ています。 今後も、レファレンスサービスの向上に努めてまいりますので、
よろしくお願い申し上げます。
2012/4/5

【平成24年新規購読電子ジャーナルアクセスはこちらからお願いいたしま
す】
新規購読電子ジャーナルのアクセスについては、こちらのリストからお願い
いたします。順次購読洋雑誌電子ジャーナルリストに追加していきます。ご
不便をお掛けしますが、ご了承ください。

2012/4/2

【Web版ステッドマン医学大辞典サーバー停止のお知らせ】
リニューアルに伴う入れ替え作業のため下記の時間帯、Web版ステッドマン
にアクセスいただけません。ご迷惑をお掛けいたしますが、ご了承くださ
い。
◆サーバー停止日時： 平成24年 4月11日（水） 19：00 ～ 23：00

2012/4/2

【４月のコンセプトコーナーの企画は「闘病記特集～医療関係者として知っ
ておきたい患者・家族の思い～」です】
世の中にはさまざまな病気の方がいて、そのご家族も大変な思いをされてい
ることがあります。 「器械の音や振動が怖い」｢椅子を倒さないで虫歯の治療
をしてほしい｣などの申し出は、実は病気が原因の場合もあることを理解して
出来る限りの対応をしてゆける人間でありたいものです。 展示中も貸出可能
ですので、ぜひ手に取ってみてください。
◆HPリンク： http://www.slib.aichi-gakuin.ac.jp/concept/concept.html
◆ブクログ書棚： http://booklog.jp/users/agudp
※ブクログとはウェブ上に本棚を作るサービスです。 外部サイトへのアクセ
スとなります。
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