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群馬大学入学，進級おめでとうございます
総合情報メディアセンター長

田中麻里

総合情報メディアセンターに

います。とくに2011年に群馬大

総合メディアセンターの情報基

は，図書館と情報基盤部門があ

学特別栄誉賞を受賞された，本

盤部門はネットワークの管理を

り，みなさまの教育や研究，社

学出身の詩画作家・星野富弘さ

はじめ，適切な情報システムを

会貢献活動を支えることを目的

んの詩画展では大学にご寄贈い

提供することで大学運営を支え

としています。学修・研究の支

ただいた詩画作品の展示を行い

ています。急増するサイバーセ

援，電子ジャーナルの充実，本

ます。昭和にある医学図書館で

キュリティの対策強化には，利

学にしかない貴重な図書や資料

は約130冊の医療マンガを揃えた

用者のみなさまのご協力が不可

の整備をはかると同時に，それ

「マンガで学ぶ医療」の企画展

欠ですので，どうぞご協力をお

らを含めた大学の知を様々な

が６月から始まります。桐生の

願いいたします。

方々と共有することにより，刺

理工学図書館でも「桐生楽講

総合情報メディアセンター

激や交流が生まれる場所，知を

座」をはじめ，様々な企画を計

が，みなさまのお役に立てるよ

創造する場所でありたいと考え

画しています。

う努めて参りたいと思います。

学生のみなさんをはじめ教職

どうぞ遠慮なく，ご意見やご要

図書館は各キャンパス（荒牧，

員，地域の方々など一般の方々

望などをお寄せください。よろ

昭和，桐生）にあります。荒牧

にも参加していただける展示や

しくお願いいたします。

の中央図書館にはギャラリーが

企画を数多く行っていますの

あり，学内外の展示等を行って

で，ぜひお立ち寄りください。

ています。

２段階認証を設定しましょう
近年は，パスワードが何らか

もし，不正利用されると,あな

強化する方法です。全学認証ア

の手段で盗まれて，認証が破ら

た自身のメールや連絡先，写真

カウントが乗っ取られることの

れる事例が増えています。パス

などを見られたり，削除された

ないよう，今すぐ２段階認証を

ワードの使い回し，ウイルス対

りするかもしれません。あなた

設定しましょう！スマートフォ

策ソフトで検知できないウイル

自身がログインできなくなるよ

ン専用アプリまたは Gmail 以外

スの感染，安全でないネット

う締め出すことも簡単です。

のメールアドレスを使って設定

ワークからのアクセスなど，パ

パスワードを盗まれたとして

スワードを盗

も，２段階認証を設定していれ

【詳しい設定方法】

むことは案外

ば，被害を防ぐことができま

センター Web ページ>IT サービ

簡単だとも言

す。２段階認証とは，パスワー

ス>群馬大学 SSO>２段階認証

われていま

ドの他にもう一つ，本人しかわ

す。

からない情報を利用して認証を

できます。

（准教授

浜元信州）
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学習・生活の相談は「学生サポートデスク」へ！ ―中央図書館―
中央図書館では，週３日（月・水・金），大学院生のサポートスタッフが学生
学習サポートデスク
月・水・金
16：00～18：00

さんの学習・生活相談をお受けする「学習サポートデスク」を実施しています。
学部，専攻に関係なく，どのサポートスタッフにも相談可能です。図書館の使い
方，授業の履修方法，レポートの進め方，パソコンの使い方などお気軽にご相談
ください。1F ラーニングコモンズ「アゴラ」内の「学習サポートデスク」にてお
待ちしています。※担当者の曜日は変更することがあります。

サポートスタッフ紹介

Q1：図書館の好きな場所

Q2：新入生に勧める本

Q3：メッセージ

木場雪香

小林寿雄

ライト謙

【担当：月】

【担当：水】

【担当：金】

教育学研究科

教育学研究科

教育学研究科

（家政）

（社会）

（英語）

A1：児童書・絵本コーナー

A1：教育分野の本があるところ

A1：２階学習室

A2：『りんごかもしれない』

A2：『ずるい考え方』木村尚義

A2：『雨ニモマケズ』宮沢賢治

ヨシタケシンスケ作，ブロンズ

著，あさ出版

著，岩崎書店ほか

新社

普段，私たちは日常のあらゆ

この本は，初めは意味がよく

ごじゃないのかもしれない。」こ

る場面で，「これは，こう使うも
の」「そうあるべきだ」という固

分かりませんでした。気になっ
て宮沢賢治の歴史を調べたら，

のように，大学では常識を疑っ
たり，物事を色々な面から見た

定観念を持っていることがあり
ます。この本は，そんな固定観

彼の過去とこの本が密接に結び
ついているのではないかと思い

り，答えの無い問題について考
えることが多くなります。高校

念の枠から離れて，柔軟な発想

ました。私にとってこの本は宮

をするためのヒントが書かれて
います。自分は要領が悪いほう

沢賢治の気持ちが伝わってくる
本に変わりました。そして，こ

ん。そんな時に是非この本を読

だ，柔軟な考え方ができるよう
になりたい，という方は，手に

の本に込められた現代的メッ
セージを考えさせられました。

んで欲しいと思います。
A3：学校生活で困ったことやレ

取って読んでみてください。
A3：大学生活で困ったことがあ

A3：いつでも気軽に話しかけて

ポート，指導案の書き方，本の
探し方など相談に乗ります。学

れば相談に乗ります。ぜひ気軽

語がありましたら，いつでも聞

に声をかけてください。

いてください。

「もしかしたらこれは，りん

までの勉強とは少し異なって戸
惑うことがあるかもしれませ

年，学部，学科問わず気軽に話

ください。多読で難しい文や単

しかけてください！

医学研究発表チュートリアルポスター展
医学図書館では，「平成30年度

グループで研究した成果をまと

医学研究発表チュートリアル」

めた力作を，ぜひご覧くださ

において， 優秀賞に選考された

い。

３枚のポスターを掲示していま

【展示期間】

す。「医学研究発表チュートリア

2月14日（木）～5月31日（金）

ル」は医学科１年生向けの専門

【展示場所】

科目として開講されています。

医学図書館２ F 西側閲覧室前

―医学図書館―
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図書館ビギナーの方や桐生の地で新生活を始める方を対象に，中央図書館・理工学図書館では，こんな
イベントをご用意しました！図書館を使いこなして，これからの生活にぜひお役立ててください。

セルフ図書館ツアー
中央図書館では，好きな時間に，
自分のペースで図書館の中を回る
“セルフ”図書館ツアーを実施しま

【参加方法】
1. カウンター前で解答用紙と館内
マップを入手する。
2. 館内マップを見ながら設問場所

す。
館内を回りながら，10問のクイズ
に答えてください。分からないとき
は，職員からヒントをもらいましょう。

―中央図書館―
【開催期間】
4月8日（月）～5月31日（金）
※新入生以外の方でも参加いただ
けますが，学内者に限ります。

に行き，クイズに答える。
3. 解答用紙をカウンターへ提出す

（中央図書館 山内可菜）

る。

友達を誘うもよし，一人でコツコツ回
るもよし，多くの皆さんのご参加を
お待ちしています！

解答を提出した方には，総合情
報メディアセンターオリジナル「猫絵
バッグ」をプレゼントします。

利用案内クイズ「M教授の挑戦状！」
新しく桐生キャンパスへ来た
方へ向けて，楽しく学べる利用
案 内 ク イ ズ 「M 教 授 の 挑 戦

状！」を開催します。
図書館を賢く利用する方法を
クイズ形式で出題します。開館

―理工学図書館―

【参加方法】

【開催期間】

1. 図書館サービスデスク前の挑

4月1日（月）～5月17日（金）

戦状（解答用紙）を入手する。

2. 館内を回りながらクイズに答

※学内外どなたでもご参加いた

だけます。

える。
3. 解答用紙を解答箱へ入れる。

時間中は，いつでも挑戦できま
すので，ちょっとした空き時間

解答者には「猫絵バッグ」を

やお昼休みの合間に挑戦するこ

プレゼントし，また，正解者は

とができます。また，以前から

挑戦ネームを掲示します。この

理工学図書館をご利用の方も参

機会にぜひ，理工学図書館まで

加できます。

お越しください。

Welcome to 桐生フェア
桐生で新生活を始めるフレッ
シュな２年生のために，今年も

（理工学図書館

森山沙織）

―理工学図書館―

しいお店をたくさん集めまし

【開催期間】

た。ぜひ参考にしてください。

4月8日（月）～5月31日（金）

とっておきの情報をご用意しま

桐生の歴史や群馬の観光ス

した。桐生市から提供していた

ポットなどの情報がわかる図

だいたパンフレットはご自由に

書，さらに今年は一人暮らしに

お持ち帰りいただけます。市内

役立つ図書も展示します。もち

の暮らしに役立つパンフレット

ろん貸出もできます。

は桐生出身の篠原涼子さんの写

桐生フェアを活用して，住め

真が目印です。図書館員おスス

ば快適，遊んで楽しい，食べて

メのグルメマップも配布してい

幸せな桐生市を学生の間にたく

ます。私たちが通いつめる美味

さん味わってください！

（理工学図書館

根岸貴子）
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新医学図書館長のごあいさつ

医学図書館長 小山洋

2019年度より医学図書館長を
拝命しました。ご挨拶申し上げ

館の位置付けや全国的な組織で
ある日本医学図書館協会の中で

現在，イン
ターネット社

ます。
医学図書館は，昭和キャンパ

の位置付けを考えた上での運営
が求められます。

会で多くの情
報が得られる

ス所属の学生・教職員への学

また，医学図書館は群馬県内

中，医学図書

習・研究支援を行っています
が，こうした身近なニーズに応

では唯一の医学系図書の専門図
書館であり，県内の医療関係者

館の立ち位置を探り続け，その
ような情報社会の中で医学図書

えるだけでなく，社会貢献な
ど，様々な使命を担っていると

や患者団体への支援を充実させ
ていくことが医学図書館の社会

館が皆様のお役に少しでも立て
るよう運営して行きたいと思っ

考えています。

貢献として重要であると考えま

ています。よろしくお願いしま

総合情報メディアセンターや
群馬大学全体の中での医学図書

す。

す。

理工学図書館長のごあいさつ

理工学図書館長 松尾一郎

理工学図書館は，利用者の多

面の充実に加え，学生や教職員

理工学図書

様なニーズに応えるために，自
由に話し合いながら勉強ができ

が集い交流する拠点となるべく
English café や桐生楽講座，就

館のサービス
向上を推進し

るラーニングコモンズ Ricomo，
研究会などにも利用できる多目

活応援企画，ブックリユース市
などの様々な企画を開催してい

ているスタッ
フの皆様と協力して，私も微力

的ホールや，静かに集中できる
クワイエットスタディーゾーン

ます。さらに，理工学関連の専
門書の充実を図り，理工学を学

ながらお役に立てるよう尽した
いと思います。今後も，「紙媒体

や閲覧室など，目的に合わせた

ぶ学生や研究者はもとより地域

による知との偶然の出会い」と

ゾーニングを行っています。ま
た，館内貸出ノート PC や200台

の知の拠点としての役割も進め
ています。

「新しい交流の場」として理工
学図書館の積極的な活用をお願

を超える教育用端末などハード

いします。

Windows7をアップグレードしてください
Windows 7のサポート終了が2020年１月14日に迫ってきました。自分の PC や周辺の PC で Windows7を利
用している場合には，すぐにでも OS をアップグレードすることをお勧めします。また，Windows Server

2008 SP2/R2

SP1も同日のサポート終了が予定されています。こちらもアップグレードを行なってくださ

い。サポートが終了すると Windows Update などによるセキュリティ更新プログラムの提供を受けられなく
なるので，使用し続けるのは非常に危険です！遅くとも，今年中には OS のアップグレードを行うよう計画
をお願いします。

本コンテンツは，クリエィティブ・コモンズの表示-改変
禁止 3.0 ライセンスのもとでライセンスされています。

群馬大学総合情報メディアセンター
荒牧地区：前橋市荒牧町4-2
昭和地区：前橋市昭和町3-39-22
桐生地区：桐生市天神町1-5-1
TEL (027) 220 - 7170
FAX (027) 220 - 7184
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https://www.media.gunma-u.ac.jp/
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https://blog.media.gunma-u.ac.jp/

Twitter公式アカウント

@Media_Gundai

