広報のバックナンバー
広報第１号目次
学術情報処理センター設置に寄せて

佐賀大学長

佐古 宣道

学術情報処理センターの概要と課題

学術情報処理センター長

渡辺 義明

学術情報処理センター

只木 進一

経済学部

安田 伸一

附属図書館学術情報係

木村 伸子

ネットワーク利用認証システム Opengate の紹介

学術情報処理センター長

渡辺 義明

わたくし的計算機環境(2000 年度版)

理工学部知能情報システム学科

渡辺 健次

ウェブメーラーの紹介

大学院工学系研究科情報科学専攻

竹田 暁彦

プライベートネットワークの推め

学術情報処理センター

只木 進一

Windows 2000 Server による VPN サーバの構築と運用

工学系研究科情報科学専攻

相森 豊徳

「とんぼの眼」
（佐賀大学電子図書館 ） 紹介
オンライン・シラバス・システム
「貴重書コレクション」と「貴重書データベース 」

学術情報処理センター設置記念講演会講演資料(平成 12 年 6 月 20 日開催)
学術情報基盤に関する当面の諸問題

文部省学術国際局学術情報課

山田 真貴子

学術情報基盤整備推進室長
電子図書館の諸課題と将来展望

図書館情報大学長

吉田 政幸

学術情報処理センター特別講演会資料(平成 13 年 1 月 12 日開催)
ネットワーク時代の協働モデル

慶應義塾大学大学院経営管理研究科教授 國領 二郎

学術情報処理センター資料
センターサービス概要 , 運営組織 , 規程類 , システム紹介(システム構成図 , 機器一覧 , ソフトウェア一覧),
学内 LAN 紹介(佐賀大学ネットワーク総合構成図 , 学内 LAN 接続台数), 学術情報処理センターにおける研究活動 ,
平成１２年度 情報処理演習室利用状況(時間割 , 各種統計), センター日誌 , 見学及び来客一覧 ,
センター主催の特別講演会一覧 , これまでに発行した広報バックナンバー

広報第２号目次
一般情報処理教育の再検討

学術情報処理センター

福井 市男

学術情報処理センター・システムの紹介

学術情報処理センター

小野 隆久

新キャンパス情報ネットワークの紹介

学術情報処理センター

江藤 博文

２年目の電子図書館

附属図書館学術情報係

木村 伸子

オンラインシラバスとその入力方法

学術情報処理センター

岩永 光子
只木 進一

ウェブを使おう

学術情報処理センター

日永田 泰啓

− Netscape のインストールから自作ウェブ・ページの公開まで ‑
化学系ソフト ISIS/DRAW と WinMOPAC の使い方

理工学部機能物質化学科

鯉川 雅之

地理情報システム（GIS）の利用

理工学部都市工学科

大串 浩一郎

教育用 LAN の利用

理工学部知能情報システム学科

渡辺 健次

キャンパス無線 LAN の利用

理工学部知能情報システム学科

渡辺 健次

Windows による ssh での学外からの接続方法

学術情報処理センター

江藤 博文

MacOS による ssh での学外からの接続方法

学術情報処理センター

江藤 博文

経済学部と自宅を結ぶ暗号化経路の試み

経済学部

安田 伸一

インターネットと法 −大学におけるリーガル・マインド

経済学部

岩本 諭

次世代のインターネットプロトコル IPv6

工学系研究科システム生産科学専攻

大谷 誠

PPP over TCP over SSH

〜実際に使ってみよう〜
学術情報処理センター資料
センターサービス概要 , 運営組織 , 規程類 , システム紹介(システム構成図 , 機器一覧 , ソフトウェア一覧),
学内 LAN 紹介(佐賀大学ネットワーク総合構成図 ,学内 LAN 接続台数), 学術情報処理センターにおける研究活動 ,
平成１３年度 情報処理演習室利用状況(時間割 , 各種統計), センター日誌 , 見学及び来客一覧 ,
センター主催の特別講演会一覧 , 広報バックナンバー , センターニュースのバックナンバー(2001.4 〜 2002.3)

広報第３号目次
外部評価報告

学術情報処理センター

渡辺

義明

情報基礎演習のための WWW 教材の開発

理工学部知能情報システム学科

林

利用者用 Web サーバの利用例

理工学部都市工学科

大串

ウェブを使おう

学術情報処理センター

日永田

セキュリティ対策状況

学術情報処理センター

江藤

博文

学術情報システムの整備と統合認証システム

学術情報処理センター

只木

進一

研究室などで無線ＬＡＮ装置を設置するときの基礎知識

学術情報処理センター

小野

隆久

教育用ＬＡＮの利用

理工学部知能情報システム学科

渡辺

健次

佐賀大学経済学部

経済学部地域経済研究センター

安田

伸一

高速ネットワークと高品質マルチメディアを

理工学部知能情報システム学科

渡辺

健次

利用した学校間音楽交流

理工学部大学院工学系研究科

大谷

誠

文化教育学部附属中学校

副島

和久

インターネットを使った日食中継

みさと天文台

尾久土

Internet Development in Indonesia:A Preview and Perception

学術情報処理センター JICA 研修員 Ferry Astika

敏浩
浩一郎
泰啓

−演習室 Windows マシンで自作ウェブ・ページを公開しよう−

地域経済研究センターオンライン資料室

正己

Saputra
学術情報処理センター資料
センターサービス概要 , 運営組織 , 学術情報処理センターにおける研究活動 , システム構成図 ,
学内 LAN 紹介(佐賀大学ネットワーク総合構成図 ,学内 LAN 接続台数),
ウィルス対策装置によるウィルス検出件数 , 平成１３年度 情報処理演習室利用状況(時間割 , 各種統計),
学情センター日誌 , 見学及び来客一覧 , 学情センター主催の特別講演会一覧 ,
これまでに発行した広報バックナンバー , センターニュースのバックナンバー(2002.4 〜 2003.3)

広報統合第１号目次
学術情報処理センターの紹介

学術情報処理センター

渡辺

義明

大学情報ネットワークの概要

学術情報処理センター

江藤

博文

大学データベースと統合認証システム

学術情報処理センター

只木

進一

メインセンター・システムの紹介

学術情報処理センター

小野

隆久

医学サブセンター新システムの概要

学術情報処理センター

竹生

政資

メインセンター教育システムの利用案内

学術情報処理センター

福井

市男

佐賀大学利用者 Web システムを使おう

学術情報処理センター

日永田

センターからの情報発信

学術情報処理センター

吉賀

夏子

本庄キャンパスでの教育用 LAN 利用案内

学術情報処理センター

小野

隆久

電子図書館を利用した高校生向け講義案内

経済学部

安田

伸一

学術情報処理センター資料
センター利用概要 , 規程集 , 運営組織 , 平成１５年度 学術情報処理センターにおける研究活動 ,
学内 LAN 総合構成図 , 学内 LAN 接続台数 , ウィルス対策装置によるウィルス検出統計 ,
平成１５年度 情報処理演習室利用状況(時間割、ログイン統計、印刷枚数統計),
センター日誌(2003.3 〜 2004.2), センター主催の特別講演会一覧 , 見学及び来客一覧(2003.4 〜 2004.3),
広報バックナンバー , センター・ニュースバックナンバー(2003.4 〜 2004.3)

泰啓

広報統合第２号目次
教養教育におけるネット授業の展開

IPv6(次世代インターネットプロトコル)に関する
佐賀大学の取り組み
WebClass 利用体験
統計解析ソフトウェア「SYSTAT」の利用法
情報基礎演習Ⅰでのグループウェア利用による教育
講義ビデオ配信のノウハウ
XOOPS による地域経済研究センターのホームページ
出張先でブロードバンドを使おう
S/MIME、PGP/MIME 対応ウェブメーラー

理工学部機械システム工学科
文化教育学部附属教育実践総合センター
理工学部知能情報システム学科
学術情報処理センター・メインセンター

穂屋下 茂
角 和博
近藤 弘樹
大谷 誠

理工学部知能情報システム学科
医学部・地域医療科学教育センター
経済学部
理工学部知能情報システム学科
経済学部
理工学部知能情報システム学科
理工学部大学院工学系研究科知能情報ｼｽﾃﾑ学専攻

岡崎 泰久
竹生 政資
羽石 寛志
皆本 晃弥
安田 伸一
渡辺 健次
江崎裕一郎

学術情報処理センター資料
センター利用概要 , 運営組織 , 平成１６年度 学術情報処理センターにおける研究活動 ,
高度情報処理システムの利用状況概要、学内 LAN 総合構成図 , 学内 LAN 接続台数 ,
ウィルス対策装置が検出したウィルス件数の統計 ,
平成１６年度 情報処理演習室利用状況(時間割、ログイン統計、印刷枚数統計),
センター日誌(2004.3 〜 2005.2), センター主催の特別講演会一覧 , 見学及び来客一覧(2004.4 〜 2005.3),
広報バックナンバー , センター・ニュースバックナンバー(2004.4 〜 2005.3)

総合情報基盤センター広報創刊号目次
総合情報基盤センターの紹介
総合情報基盤センター
渡辺 義明
「第 17 回学術及び総合情報処理センター研究交流・連絡会議」と「第 9 回学術情報処理研究集会」の開催報告
総合情報基盤センター
渡辺 義明
メインセンター新システムの概要
総合情報基盤センター
小野 隆久
メインセンター教育用システム紹介
総合情報基盤センター
日永田泰啓
総合情報基盤センター
田中 芳雄
遠隔地の教育・研究施設のネットワーク接続
総合情報基盤センター
小野 隆久
ＷＷＷレンタルサービス
総合情報基盤センター
只木 進一
メール処理システム ‑ spam メール及びコンピュータウィルス対策への取り組み ‑
総合情報基盤センター
松原 義継
電子メールは正しく使えていますか
総合情報基盤センター
大谷 誠
総合情報基盤センター
渡辺 義明
パーソナルコンピュータのメールソフトを使って電子メールを安全に読み書きする方法 ‑ MacOSXMail ‑
総合情報基盤センター
江藤 博文
パーソナルコンピュータのメールソフトを使って電子メールを安全に読み書きする方法 ‑ Winbiff ‑
総合情報基盤センター
田中 芳雄
パーソナルコンピュータのメールソフトを使って電子メールを安全に読み書きする方法 ‑ Thunderbird ‑
総合情報基盤センター
江藤 博文
パーソナルコンピュータのメールソフトを使って電子メールを安全に読み書きする方法 ‑ Microsoft Outlook
Express ‑
総合情報基盤センター
松原 義継
統計解析ソフトウェア「SYSTAT」の利用法（その２） ‑ SYSTAT による生存分析 ‑
医学部・地域医療科学教育研究センター
竹生 政資
総合情報基盤センター資料
センター利用概要 , 総合情報基盤センターにおける研究活動 , 佐賀大学総合ネットワーク構成図 ,
ウィルス対策装置が検出したウィルス件数の統計 ,
平成１７年度 情報処理演習室利用状況(時間割、ログイン統計、印刷枚数統計),
センター日誌(2005.3 〜 2006.2), 見学者及び来客一覧 , 広報のバックナンバー ,
センター・ニュースのバックナンバー(2005.4 〜 2006.3)

総合情報基盤センター広報２号目次
総合情報基盤センター外部評価
総合情報基盤センター
統合認証システムの紹介 −学内情報システムの統合認証に向けて−
総合情報基盤センター
佐賀大学機関リポジトリィシステム・図書館ポータル導入について
附属図書館
附属小学校・中学校ＶＩＤ教育用システムの導入 総合情報基盤センター
端末ＬＡＮの使い方
総合情報基盤センター
スパイウェア対策ソフトの紹介
総合情報基盤センター

只木

進一

江藤
只木

博文
進一

浅岡 宏信
小野 隆久
大谷 誠
小野 隆久

総合情報基盤センター資料
センター利用概要 ,2006 年度開催の講習会一覧 , 総合情報基盤センターにおける研究活動 ,
メインセンター・医学サブセンターシステム構成図 , 学内 LAN 総合構成図 ,
ウィルス対策装置によるウィルス検出件数 ,
平成１８年度 情報処理演習室利用状況(時間割、ログイン回数、印刷枚数),
センター日誌(2006.3 〜 2007.2), 見学者及び来客一覧 , 広報のバックナンバー ,
センター・ニュースのバックナンバー(2006.4 〜 2007.3)

総合情報基盤センター広報３号目次
セキュリティポリシーの制定

総合情報基盤センター

統合認証シンポジウム報告
経済学部での情報基盤の整備

総合情報基盤センター
経済学部

P2P 対策−対策装置による検出結果−

総合情報基盤センター

佐賀大学総合情報基盤センター用 Thunderbird
総合情報基盤センター・医学サブセンター
Winbiff から Thunderbird への移行
総合情報基盤センター
医学部用無線 LAN のカスタムインストール版（Windows2000/XP/Vista 用）の利用法
総合情報基盤センター・医学サブセンター
JGN・JGN2 から AKARI へ
理工学部知能情報システム学科
総合情報基盤センター
iPod でメタボ対策とストレス解消
総合情報基盤センター

大谷 誠
只木 進一
只木 進一
羽石 寛志
安田 伸一
江藤 博文
田中 芳雄
江口 務
小野 隆久
江口 務
渡辺 健次
大谷 誠
小野 隆久

総合情報基盤センター資料
センター利用概要 ,2007 年度開催の講習会一覧 , 総合情報基盤センターにおける研究活動 ,
メインセンター・医学サブセンターシステム構成図 , 学内 LAN 総合構成図 ,
ウィルス対策装置によるウィルス検出件数 ,
平成１９年度 情報処理演習室利用状況(時間割、ログイン回数、印刷枚数),
センター日誌(2007.3 〜 2008.2), 見学者及び来客一覧 , 広報のバックナンバー ,
センター・ニュースのバックナンバー(2007.4 〜 2008.3)

総合情報基盤センター広報４号目次
現学術情報基盤システムの成果・課題
Webｻｰﾋﾞｽにおけるｼﾝｸﾞﾙｻｲﾝｵﾝの導入計画

総合情報基盤センター
理工学部知能情報システム学科
総合情報基盤センター

シンポジウム報告
セキュリティ講習実施報告

総合情報基盤センター
総合情報基盤センター

情報企画室の業務報告
学外ﾈｯﾄﾜｰｸ接続のﾏﾙﾁﾎｰﾑ化について
教養教育１号館の情報基盤整備
Nagios と PICNIC によるｻｰﾊﾞ室の温度監視ｼｽﾃﾑ
附属図書館 Web 専用端末の導入

情報企画室
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター・医学サブセンター
総合情報基盤センター

只木
渡辺
大谷
江藤
只木
江藤
只木
諸富
大谷
小野
江口
小野

進一
健次
誠
博文
進一
博文
進一
茂文
誠
隆久
務
隆久

「使える」ウェブを作ろう：Web の RDF について

附属図書館
総合情報基盤センター

福島
吉賀
只木

正徳
夏子
進一

総合情報基盤センター資料
総合情報基盤ｾﾝﾀｰ利用概要 , 総合情報基盤ｾﾝﾀｰの研究活動 ,2008 年度開催の講習会一覧 ,
2008 年度開催のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ, 統合認証ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・ｱﾝｹｰﾄ集計 , 創立 20 周年記念ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・ｱﾝｹｰﾄ集計 ,
ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用している部局等公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ一覧 ,
ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用している講座・研究室等ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ一覧 ,
ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ登録件数 , 学術情報基盤ｼｽﾃﾑ構成図 , 佐賀大学総合ﾈｯﾄﾜｰｸ構成図 ,ｳｨﾙｽ対策装置によるｳｨﾙｽ検出件数 ,
2008 年度演習室時間割 ,ﾒｲﾝｾﾝﾀｰ教育用ｼｽﾃﾑの学部別ﾛｸﾞｲﾝ回数 ,ﾒｲﾝｾﾝﾀｰにおける学部別の印刷枚数 ,
総合情報基盤ｾﾝﾀｰ日誌 , 見学者及び来客一覧 , 広報のﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ,ｾﾝﾀｰ・ﾆｭｰｽのﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ, 電話番号一覧

総合情報基盤センター広報５号目次
学術情報基盤システムの紹介
新システム概要
共通基盤サブシステム
本庄地区教育研究サブシステム
医学教育研究サブシステム

総合情報基盤センター
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター

図書館サブシステム
事務情報サブシステム

医学部・地域医療化学教育研究センター
総合情報基盤センター
附属図書館
情報企画室

教務事務システム・ポータルシステム

学務部教務課

LiveCampus 就職システムについて
キャンパス情報ネットワークシステムの紹介
キャンパス情報ネットワークシステムんの概要
キャンパス情報ネットワークシステムの機器構成
教職員用メールシステムの外注化

学務部就職支援課
工学系研究科知能情報システム学専攻
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター

佐賀大学でのシングルサインオン活用事例

総合情報基盤センター

第３回統合認証シンポジウム報告
情報企画室の業務報告

総合情報基盤センター
事務局主幹（情報企画室長）

只木 進一
江藤 博文
田中 芳雄
日永田 泰啓
竹生 政資
江口 務
福島 正徳
原田 照利
山田 文弘
横尾 民康
出雲 大輔
木下 勝浩
渡辺 健次
小野 隆久
松原 義継
大谷 誠
大谷 誠
江藤 博文
只木 進一
諸富 茂文

総合情報基盤センター資料
総合情報基盤ｾﾝﾀｰ利用概要 , 総合情報基盤ｾﾝﾀｰの研究活動 ,2009 年度開催の講習会一覧 ,
2009 年度開催のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ, 第３回統合認証ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ・ｱﾝｹｰﾄ集計 ,
ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用している部局等公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ一覧(2009 年度),
ﾎｽﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽを利用している講座・研究室等ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ一覧(2009 年度)）,ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ登録件数 ,
ｳｨﾙｽ対策装置によるｳｨﾙｽ検出件数 ,2009 年度演習室時間割 ,ﾒｲﾝｾﾝﾀｰ教育用ｼｽﾃﾑの学部別ﾛｸﾞｲﾝ回数 ,
ﾒｲﾝｾﾝﾀｰにおける学部毎の印刷枚数（月毎）, 総合情報基盤ｾﾝﾀｰ日誌 , 見学者及び来客一覧 , 広報のﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ,
ｾﾝﾀｰ・ﾆｭｰｽのﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ(2009.4 〜 2010.3), 電話番号一覧

総合情報基盤センター広報６号目次
着任の挨拶 n 着任 0(c
ﾝﾝﾝﾝﾝﾝﾝﾝA
総合情報基盤センター外部評価
第４回統合認証シンポジウム報告
情報企画室の業務報告
2010 年度の情報基盤整備の報告

総合情報基盤センター
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター
事務局主幹（情報企画室長）
総合情報基盤センター

学生用および部局用メールサービスの一部外注化

総合情報基盤センター

仮想化システムの構築と活用事例

総合情報基盤センター

総合情報基盤センター資料
総合情報基盤センター利用概要 , 情報基盤システム構成図 , キャンパス情報ネットワーク構成図 ,
総合情報基盤センターの研究活動 ,2010 年度開催の講習会一覧 ,2010 年度開催のシンポジウム ,

廣友 雅徳
只木 進一
只木 進一
諸富 茂文
小野 隆久
江口 務
松原 義継
大谷 誠
大谷 誠
松原 義継

第４回統合認証シンポジウム・アンケート集計 ,
ホスティングサービスを利用している部局等公式ホームページ一覧(2010 年度),
ホスティングサービスを利用している講座・研究室等ホームページ一覧(2010 年度)）,
メーリングリスト登録件数 ,2010 年度演習室時間割 , メインセンター教育用システムログイン件数 ,
ウィルス対策装置によるウィルス検出件数 , 総合情報基盤ｾﾝﾀｰ日誌 , 見学者及び来客一覧 ,
広報のバックナンバー , センター・ニュースのバックナンバー(2010.4 〜 2011.3),
学内 Opengate 用無線 AP の設置台数及び設置場所 , 電話番号一覧

総合情報基盤センター広報７号目次
副センター長就任の挨拶 n 着任 0(c
ﾝﾝﾝﾝﾝﾝﾝﾝA 工学系研究科
第５回統合認証シンポジウム報告
総合情報基盤センター
情報管理課の業務報告（平成 23 年度）
情報管理課
DNS サーバの安定運用のための構成
総合情報基盤センター
学外ネットワークの更新業務
MAC アドレス認証システム OpengateM の紹介
インターネットプロトコルバージョン６（IPv6）
第 24 回 情報処理ｾﾝﾀｰ等担当者技術研究会の報告
佐賀大学におけるデータセンター活用事例

総合情報基盤センター
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター
総合情報基盤センター

シンクラアント型教育システムの運用

総合情報基盤センター

松前 進
只木 進一
原田 照利
廣友 雅徳
松原 義継
小野 隆久
大谷 誠
大谷 誠
小野 隆久
松原 義継
小野 隆久
田中 芳雄

総合情報基盤センター資料
総合情報基盤センター利用概要 , 情報基盤システム構成図 , キャンパス情報ネットワーク構成図 ,
学内 Opengate 用無線 AP の設置台数 , 総合情報基盤センターの研究活動 ,2011 年度開催の講習会一覧 ,
2011 年度開催の講習会一覧 ,2011 年度開催のシンポジウム , 第５回統合認証シンポジウム・アンケート集計 ,
ホスティングサービスを利用している部局等公式ホームページ一覧(2011 年度),
ホスティングサービスを利用している講座・研究室等ホームページ一覧(2011 年度)）,
メーリングリスト登録件数 ,2011 年度演習室時間割 , メインセンター教育用システムログイン件数 ,
ウィルス対策装置によるウィルス検出件数 , 総合情報基盤ｾﾝﾀｰ日誌 , 見学者及び来客一覧 ,
広報のバックナンバー , センター・ニュースのバックナンバー(2011.4 〜 2012.3), 電話番号一覧

