
<<Will be held on Waseda Campus>> In this workshop, the participants will learn 
how to use library resources, such as books and journal articles. Let's make the most 
of the Library and write wonderful papers!  

図書館 情報検索ワークショップ 
2016 Fall Library Workshop 

申込み/Application 

【主な対象】参考文献の管理を始めたい方 
【紹介するデータベース】RefWorks 

 ≪早稲田キャンパス開催≫ レポート・論文に欠かせない「参考文献リスト」。この
講習会では、文献情報の収集・管理から参考文献リスト作成までを一通り学べます。
文献管理ソフト「RefWorks」の基本機能を身に付けましょう！ 
 

   文献管理が楽になる！  -RefWorks実習- R 

 ≪早稲田キャンパス開催≫ 「どうやって探すの？」「どこから集め始めれば…？」 
そんなあなたに“探し方の基礎”をお伝えします！みんなでPCを使って探し方を身に
つけちゃいましょう！ 
※授業での図書館による講習とほぼ同内容です。授業で受講された方はご注意ください。 

 

【主な対象】本や雑誌論文の探し方に自信のない方 
【紹介するデータベース】WINE, CiNii Books, CiNii Articles  

    レポート・卒論作成に！ 資料の探し方入門 S1 
【主な対象】研究に取り組む大学院学生、英語論文を探したい学部学生 
【紹介するデータベース】Web of Science、テーマごとのデータベース 

    「研究に役立つ論文」の探し方 S2 

 ≪早稲田キャンパス開催≫ CiNii Articlesで日本語の論文なら一通り探せるけど、 

英語の論文も研究に役立てたいあなた！今回は英語論文検索データベースを使って、
役立つ検索テクニックをご紹介。もう一歩先の資料の探し方を、演習も交えて身につ
けよう！ 

 ≪早稲田キャンパス開催≫ 図書館とライティング・センターがレクチャーと実践を
通して、レポート・論文作成をサポートします。レポート・論文で使う「語句」で悩んでい
る方々に朗報です！文献から情報を探し、自分なりに定義し、レポート・論文に反映
するまでの一連の流れを学べるワークショップです。 
 

【主な対象】 文献の探し方に悩んでいる方、引用に自信がない方 
【紹介するデータベース】WINE, CiNii Books, CiNii Articles 他 

  ライティング・ワークショップ 

         語句を定義しよう！－情報リサーチと引用－ T 

 ≪所沢キャンパス開催≫ 課題が出た！でも…何を書いていいか分からない。 
アイディアの出し方も知りたい！文献の探し方も知りたい！ 
そんなワガママなあなたに。テーマを決めて文献を手に入れる方法が短時間で 
身に付きます！ライティング・センターと図書館のコラボ企画です。 

    レポート作成はじめの一歩！テーマ設定から文献の探し方まで 

 【主な対象】個別の専門データベースの利用方法を学びたい方 

 ≪早稲田キャンパス開催≫高田早苗研究図書館・早稲田キャンパス各教員図書室共催   

各データベースのインストラクターによる解説と実習を行います。各セミナーの詳細は、
図書館webサイト上の案内をご覧ください。 

    データベースセミナー 2016秋学期 DB 

<<Will be held on Waseda Campus>> How do I search for useful materials using 
the databases for my paper? How do I cite them appropriately? How do I write papers 
with convincing arguments? This collaborative workshop between the Writing Center 
and the Library will help you answer these questions! Join us! 

[Intended for] Students who want to write a paper with arguments well supported 
by literature 
[DBs to be introduced] WINE, Web of Science, etc. 

特に好評のS1・S2の両プログラムは 
オンライン上でも受講いただけます！ 
右のQRコードから、図書館webサイト 
をチェック！                                                      

【Intended Participants】 Freshman students and the students who do not know how 
to use the library resources 
【DBs to be introduced】 WINE, ebrary, Web of Science, ProQuest Newspapers, etc. 

   How to Use Library Resources Efficiently (English Program) 

  

<<Will be held on Waseda Campus>> RefWorks is a web-based bibliography manager, 
useful for writing a paper. It allows you to manage and store bibliographic information 
and make bibliographies in standard formats. Let's learn the basics of RefWorks from a 
ProQuest's instructor! 

TZ SE 

【Intended Participants】 Students and faculty members who want to use RefWorks 
【DBs to be introduced】 RefWorks 

RefWorks, a citation management tool (English Program) RE 

     <<Writing Workshop>> How to Write Persuasive Papers: 
          Retrieving Information and Outlining Arguments TE 

【主な対象】レポートに何を書いていいか分からない方 
【紹介するデータベース】WINE 他 

早稲田大学図書館 / Waseda University Library 

オンライン図書館情報検索
ワークショップ 

 ≪人気のS1・S2プログラ
ムはオンラインでも受講で

きます！≫   



会場： 所沢キャンパス所沢図書館 情報検索室 
図書館がAコースとCコース(AとCは同内容)、ライティング・センターがBコース、 
合計3コースを開催！ 
BコースとCコース、またはAコースとBコースの同時受講がオススメです。 
ただし、単独の受講もOK。ご都合に合わせてお選びください。 
 

10/31(MON) 11/1(TUE) 

ワーク 
ショップ名 
/Program 
Name 

RE 
RefWorks, a citation 
management tool 
(English Program) 

R 
文献管理が楽になる！

-RefWorks実習- 

会場 
/Location 

Waseda Campus 
Building #14 Room603 

早稲田キャンパス 

8号館410室 

時間/Time 15:00～16:15 15:00～16:15 

ワーク 
ショップ名 
/Program 
Name 

SE 
How to Use Library 
Resources Efficiently 
(English Program) 

RE 
RefWorks, a citation 
management tool 
(English Program) 

会場 
/Location 

Waseda Campus 
Seminar Room A, 2nd floor 

of the Central Library 

Waseda Campus 
Building #8 Room410 

時間/Time 16:45～17:45 16:45～18:00 

11/7(MON) 11/8(TUE) 11/9(WED) 11/10(THU) 11/11(FRI) 

ワーク 
ショップ名 
/Program 
Name 

S1 
レポート・卒論作成に！ 

資料の探し方入門 

S2 
「研究に役立つ論文」

の探し方 
 

R 
文献管理が楽になる！

-RefWorks実習- 

S1 
レポート・卒論作成に！ 

資料の探し方入門 

会場 
/Location 

早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

早稲田キャンパス 

11号館607室 
早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

時間/Time 15:00~16:00 15:00～16:00 15:00～16:15 15:00~16:00 

ワーク 
ショップ名 
/Program 
Name 

S2 
「研究に役立つ論文」

の探し方 

S1 
レポート・卒論作成に！ 

資料の探し方入門 

会場 
/Location 
 

早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

時間/Time 16:45～17:45 16:45~17:45 

11/14(MON) 11/15(TUE) 11/16(WED) 11/17(THU) 11/18(FRI) 

ワーク 
ショップ名 
/Program 
Name 

T 
語句を定義しよう！ 
―情報リサーチと引用― 

SE 
How to Use Library 
Resources Efficiently 
(English Program) 

TE 
How to Write Persuasive 

Papers: Retrieving 
Information and Outlining 

Arguments 

TZ 
レポート作成はじめの
一歩！テーマ設定から
文献の探し方まで 

会場 
/Location 

早稲田キャンパス 

3号館201室 
(CTLT Classroom1) 

Waseda Campus 
Seminar Room A, 2nd floor 

of the Central Library 

Waseda Campus 
Building #3 Room202 
(CTLT Classroom2) 

所沢キャンパス 
所沢図書館 
情報検索室 

時間/Time 10:40~12:10 15:00～16:00 14:45~16:15 ※詳細は上部参照 

ワーク 
ショップ名 
/Program 
Name 

S2 
「研究に役立つ論文」

の探し方 

R 
文献管理が楽になる！

-RefWorks実習- 

S2 
「研究に役立つ論文」

の探し方 

S1 
レポート・卒論作成に！ 

資料の探し方入門 

SE 
How to Use Library 
Resources Efficiently 
(English Program) 

会場 
/Location 

早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

早稲田キャンパス 

8号館410室 
早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

Waseda Campus 
Seminar Room A, 2nd floor 

of the Central Library 

時間/Time 16:45~17:45 16:45～18:00 16:45~17:45 15:00~16:00 16:45～17:45 

図書館 情報検索ワークショップ 2016 秋学期＜開催日程＞ 
Library Workshop 2016 Fall Semester <Schedule> 

データベースセミナー 2016 秋学期 参加申込は図書館webサイトから 
 11/11(金)14:45-16:15 11-602 PC教室 OECD iLibrary 

11/16(水)14:45-16:15 8-409 PC教室 WestlawNext 

11/18(金)14:45-16:15 11-602 PC教室 日経バリューサーチ 

11/18(金)16:30-18:00 11-602 PC教室 日経NEEDS-Financial Quest 

開催日時 対象データベース 会場 

11/1 (火) 14:45-16:15 16-510 PC教室 ProQuest ERIC 

11/9 (水) 14:45-16:15 8-409   PC教室 lexis.com  

11/9 (水) 16:30-18:00 11-602 PC教室 OSIRIS 

開催日時 対象データベース 会場 

*参加費はすべて無料です。 
 All the workshops are free of charge. 

*お問合せ先/Contact： 
 図書館利用者支援課/ Dept. of Users Support.  Email: ask-lib@list.waseda.jp 

*詳細は図書館webサイトをご参照ください。 
 For more details, please refer to the website. 

*席に余裕があれば 飛び込み参加可能です。 
 You can join in a workshop without reservation, if the seats 
 are left. 

A 11/18(金) 11:10-12:00 図書の探し方・説明と実習（図書館） 

B 11/18(金) 12:10-13:00 テーマの決め方（ライティング・センター） 

C 11/18(金) 13:00-13:50 図書の探し方・説明と実習（図書館） 

開催時間 プログラム 

*お申込みはこちら 
 Application form 

    レポート作成はじめの一歩！テーマ設定から文献の探し方まで TZ 


