
    
  毎学期、特に好評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！ 

                                                     http://www.wul.waseda.ac.jp/CLIB/workshopseries.html#online 

【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」。 
 専門講師をお招きし、文献管理ソフト「RefWorks」の基本機能を解説・実習します。 
 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身につけましょう！ 
 ※RefWorksは今年度中に新版への移行が予定されています。本講習では現行版を 
   取り扱いますが、新版にも応用できる内容です。 

     文献管理が楽になる！  -RefWorks実習- R 

早稲田大学図書館 / Waseda University Library 

図書館 情報検索ワークショップ 

 ≪早稲田キャンパス開催≫ 「資料はどうやって探すの？」「どこから集め始めれ
ば・・・？」そんなあなたにPCの実習を含めて“図書館資料の探し方の基礎”をお伝え
する60分の集中講座！この機会に探し方を身につけちゃいましょう！ 
※授業で図書館による講習を受講された方は、ほぼ同内容ですのでご注意ください。 
 
 

【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 他 

    資料の探し方入門～レポート・卒論作成に活かす～ B 
 

 ≪早稲田キャンパス開催≫ 研究やレポートで英語論文を必要としているあなた！ 

“データベースにキーワードを入力すること”が論文検索になっていませんか？本
講習では【英語論文検索データベース】を使って、ワンランク上の資料の探し方をご
紹介します。日本語論文検索にも役立つテクニックです。 

   

【主な対象】英語論文を探したい、大学院学生・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 

    研究に役立つ英語論文の探し方 A 

 ≪早稲田キャンパス開催≫ 「レポートを書くための資料探しはどうすればいい？」  
   「資料は探したけど、どう引用すればいい？」「レポートの書き方を学びたい！」レ  
   ポート作成で悩んでいる方々に朗報です！文献から情報を探し、引用し、自分の論 
   を強めるまでの一連の流れを学べるワークショップです。実践をとおして、レポート作   
  成をサポートします。 
      ※前半は図書館、後半はライティング・センターによるコラボ企画 

【主な対象】 文献の探し方に悩んでいる方、引用の仕方に自信がない方(修士まで) 
【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 

         レポートの書き方の基礎を学ぶ！－引用を中心に― W 

 ≪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。 

【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 

    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 WT 

Spring 2017 

 ≪早稲田キャンパス開催≫    データベースについて、インストラクターによる解説と  
   実習を行います。各データベースセミナーの詳しい開催日程は、本ポスターの裏面な  
   らびに図書館webサイト上の案内をご覧ください。本セミナーにつきましては実施前    
  日の17時までのお申込みが必要です。 

    データベースセミナー 2017春学期 DB 
【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（内容は主に大学院
生を想定していますが、学部生、教職員のみなさんの受講も歓迎します） 

Library Workshop 

    <<Waseda Campus>>  
    WE-1: Create effective and attractive oral presentations. Learn some basic    
                presentation strategies  and tips on mental preparation.  
    WE-2: Learn the basics of research preparation and how to develop and present a   
                research proposal. 
    Two collaborative workshops between the Writing Center and the Library. The basic   
    usage of the Library will also be covered in both workshops. Join us! 
    * If you are participating in both of them, you may skip the library part on the second day  (July 5,   
       3rd period). 

 
 

For students who want to improve their research skills. 
Databases to be introduced include WINE, Web of Science, etc. 

              <<Writing Workshops>> Improving  your research skills:  

WE-1 Giving a powerful presentation 
WE-2 Writing a persuasive research proposal                   

WE   

 オンライン図書館情報検索ワークショップ ≪人気のB・A（旧S1・S2)プログラムはオンラインでも受講できます！！≫   

【主な対象】文学系データベース、事典・辞書データベースについて知りたい方 

 ≪戸山キャンパス開催   戸山図書館1階ホール内ブース≫ 文学系データベース  

 「Gale Literary Sources」と事典・辞書のデータベース「JapanKnowledge」を中心に、 
 提供元出版社がブースを設置してご紹介！予約不要！是非お立ち寄りください！ 

    GALE/JapanKnowledgeデータベースワークショップ DT 

申込み/Application 



図書館 情報検索ワークショップ 2017 春学期＜開催日程＞ 

6/26(月) 6/27(火) 6/28 (水) 6/29(木) 6/30(金) 

ワーク 
ショップ名 

B 
 資料の探し方入門 
 ～レポート・卒論作成

に活かす～ 

WT 
 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 早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

所沢キャンパス 
所沢図書館 

ラーニング・コモンズ 

時間 15:00～16:00 ※詳細は下部参照 

ワーク 
ショップ名 

DT 
GALE/JapanKnowledge

データベース 
ワークショップ 

B 
 資料の探し方入門 
～レポート・卒論作成に

活かす～ 

A 
 研究に役立つ英語 
論文の探し方 

 

W 
 レポートの書き方の 

 基礎を学ぶ！ 
 ー引用を中心にー 

会場 戸山キャンパス 
戸山図書館1階ホール 
※事前申し込み不要 

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 
3号館2階 

CTLT Classroom 2 

時間 11:00～17:00 16:45～17:45 16:45～17:45 13:00～14:30 

7/3(月) 7/4(火) 7/5 (水) 7/6(木) 7/7(金) 

ワーク 
ショップ名 

 
 

WE-1 
Giving a powerful 

presentation 

WE-2 
Writing a persuasive 
research proposal 

 

R 
文献管理が楽になる！ 

-RefWorks実習- 

B 
資料の探し方入門 

～レポート・卒論作成に
活かす～ 

会場 Waseda Campus 
CTLT Classroom 3 

(Building#3 2nd floor) 

Waseda Campus 
CTLT Classroom 1 

(Building#3 2nd floor) 

早稲田キャンパス 
11号館608教室 

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 9:00～12:10 13:00～16:15 15:00～16:15 15:00～16:00 

ワーク 
ショップ名 

B 
資料の探し方入門 

～レポート・卒論作成に
活かす～ 

A 
 研究に役立つ英語 

 論文の探し方 

R 
 文献管理が楽になる！ 

-RefWorks実習- 

A 
 研究に役立つ英語 
論文の探し方 

会場 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 
8号館409教室 

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 16:45～17:45 16:45～17:45 16:45～18:00 16:45～17:45 

*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 

DB 

7/10(月) 7/11(火) 7/12 (水) 7/13(木) 7/14(金) 

ワーク 
ショップ名 

A 
研究に役立つ英語 
論文の探し方 

DT 
 GALE/JapanKnowledge

データベース 
ワークショップ 

B 
 資料の探し方入門 

～レポート・卒論作成に
活かす～ 

A 
研究に役立つ英語 
論文の探し方 

会場 早稲田キャンパス 
中央図書館2階 
グループ学習室A 

戸山キャンパス 
戸山図書館1階ホール 
※事前申し込み不要 

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 15:00～16:00 11:00～17:00 15:00～16:00 15:00～16:00 

*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 a workshop without reservation 
 if space permits. 

   データベースセミナー 2017春学期 

開催日時 教室 対象データベース 

6/14 (水) 14:45～16:15 11-601 OSIRIS 

6/15 (木) 14:45～16:15 11-608 OECD iLibrary 

6/22 (木) 14:45～16:15 11-608 日経バリューサーチ 

6/23 (金) 14:45～16:15 11-602 eol 

6/28 (水) 14:45～16:15 11-601 日経NEEDS-FinancialQUEST【入門編】 

6/28 (水) 16:30～18:00 11-601 日経NEEDS-FinancialQUEST【応用編】 

より詳しい情報は図書館ホームページから！ → 

DB 

早稲田大学図書館 / Waseda University Library 

会場： 所沢キャンパス所沢図書館 ラーニング・コモンズ 
ライティング・センターがAコース、図書館がB、Cコースの合計3コースを開催！ 
AコースとBコース、追加でCコースの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。 
 
コース・開催日時 プログラム 

A 6/30 (金) 10:40～11:30 テーマ設定と全体の組み立て 
       （ライティング・センター） 

B 6/30 (金) 11:30～12:10 図書の探し方・説明と実習（図書館） 

C 6/30 (金) 12:10～13:00 日本語論文の探し方・説明と実習（図書館） 

   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 ＷＴ 

*お申込みはこちら 
 Application form 


