図書館
情報検索
ワークショップ
2017年度秋学期
早稲田大学で学ぶ学生として、知っておきたい情報検索のコツやポイ
ントをお伝えします。レポート・論文作成に役立てたいという方の、
積極的なご参加をお待ちしています！

■日本語での提供プログラム (Programs provided in Japanese)

B

ググらない検索～レポート・卒論作成に使える
基礎テクニック～
【主な対象者】学部１・２年生（WINE・学術情報検索初級者）

Basic 【紹介するデータベース】WINE, CiNii Books, CiNii Articles 他
<<早稲田キャンパス開催>> Google等の検索エンジンで学生生活乗り
切れるなんて考えていませんか？実は、それらを使用して得られる情報
は全てではありません。特に図書館等の学術資料を探すには、ちゃんと
“やり方”があります。このワークショップでは、60分間で資料検索の基
礎を学びます。ググるだけではない検索方法を身につけてください。
※過去に授業で図書館の講習を受講した方は、ほぼ同じ内容ですので
注意してください。

A

研究に役立つ英語論文の探し方

【主な対象者】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
Advanced【紹介するデータベース】Web of Science、テーマ別データベース
(ProQuest、EBSCO hostの一方か両方）
<<早稲田キャンパス開催>>英語論文の検索、お手伝いします！"デー
タベースにキーワードを入力すること"だけ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紹介します。山のように検索結果が出て困っている
方にも、1件も結果が出ずに困っている方にも、おすすめの講座です！
※日本語の文献検索も学びたい方は、あわせて「B」を受講することを
お勧めします。

D

キーワードから図書館資料を「発見」しよう！
―WINE Plus講習―
【主な対象者】どのデータベースを利用したらいいか分からない方、
効率的に資料を探したい方
【紹介するデータベース】WINE Plus、電子ジャーナル・電子
ブックリスト

Discovery

<<早稲田キャンパス開催>>あなたの探している資料は図書ですか？雑
誌論文ですか？新聞記事ですか？探している資料がまだはっきりしてい
ない時にキーワードから様々な資料を横断的に検索できるツールとして、
WINE Plusがあります。講師をお招きし、実習も行います。WINE Plus
を利用した資料の「発見」のコツやヒントを学びましょう！

R

文献管理が楽になる！ - RefWorks実習【主な対象者】参考文献を効率的に管理したい方
【紹介するデータベース】RefWorks

RefWorks
<<早稲田キャンパス開催>>レポート・論文の作成には「参考文献リス
ト」の管理が大切。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付けましょう！
※RefWorksは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。

W

ライティング・ワークショップ

レポート作成はじめの一歩！―文献探しと
引用を中心に―

Writing 【主な対象者】文献の探し方に悩んでいる方、引用の仕方や剽窃
が心配な方（初学者向けの基礎を扱います）
【紹介するデータベース】WINE, CiNii Books, CiNii Articles 他
<<早稲田キャンパス開催>>「レポートを書くための文献はどうやって
探したらいいの？」「文献から引用してみたけど、剽窃を疑われないか気
になる…」レポート作成に悩んでいる方に朗報です！文献を探し、そこか
ら情報を適切に引用するまでの流れを学べるワークショップです。実践を
とおして、みなさんの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

WT

レポート作成の基礎を学ぶ！―今さら聞け
ない テーマ設定から文献の探し方まで―

【主な対象者】レポート作成に悩んでいる方：学部生、
Writing
℮スクール生、大学院学生
in
【紹介するデータベース】WINE
Tokorozawa
A: 12/1(金）12:10-13:00 テーマの決め方（ライティング・センター）
B: 12/1(金）13:00-13:50 図書の探し方・説明と実習（図書館）
<<所沢キャンパス開催>>課題が出た！でも…何を書いていいかわから
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。

≪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！！≫

＊参加無料、事前申込制
参加申し込みは図書館Webサイトから！（当日空席
があれば飛び込み参加も可能です）

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

＊参加資格：学生、教職員（Waseda ID保持者）

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！
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Library
Workshops
Fall 2017
Library staff will provide some tips to help you search for information
you need as a student at Waseda University. We are looking forward
to meeting you at the workshops. Come and join us!

SE
Searching

How to Use Library Resources Efficiently
(English Program)
【Intended for】Students who do not know how to use library
resources
【DBs to be introduced】WINE, CiNii books, Web of Science,
ProQuest Newspapers, etc.

<<Waseda Campus>> In this workshop, participants will learn how to
search for and access library resources such as books and journal articles.
Make the most of the library's resources and improve your research skills!
*The content of this workshop is almost the same as library guidance
provided in classes such as the EDESSA Fresh-start seminar, etc.

RE

RefWorks, a citation management tool
(English Program)

RefWorks 【Intended for】Students and faculty members who want to manage
bibliographic information
【DBs to be introduced】RefWorks

<<Waseda Campus>> RefWorks is a web-based bibliography manager,
useful for writing research papers. It allows you to manage and store
bibliographic information and make bibliographies in various formats.
Let's learn the basics of RefWorks from a ProQuest instructor!
* RefWorks is transitioning to a new version. Although this program is
primarily for the current version, it is also useful for the new version.

DE

Let’s find library materials by keyword!
―WINE Plus practical training―
(English
Program)
Discovery

【Intended for】Students who do not know which databases they
should use, and those who want to find materials
efficiently
【DBs to be introduced】WINE Plus, Waseda University e-Journal
and e-Book Lists
<<Waseda Campus>>What sort of materials are you looking for:
books, journal articles, or newspaper articles? If you can’t decide
which materials you should look for, there is a convenient online
service called WINE Plus. WINE Plus is an integrated search tool
you can use to search various kinds of materials. This is a handson session with an instructor. Get tips on how to 'discover' the
materials you need!

WE
Writing

Writing Workshop

Writing Critical Essays: How to Evaluate
Films, Books and other Creative Works
(English Program)

【Intended for】Students who are interested in writing critical
essays (From undergraduates to graduates)
【DBs to be introduced】WINE Plus, useful websites etc.
<<Waseda Campus>>
•
Learn the basic structure of a critical essay (such as introduction, body,
conclusion)
•
Learn how to write critical essays on creative works (such as books, films,
plays, etc.)
•
Recognize the basic elements of analysis in a creative work (such as
character, plot, climax, etc.)
* This is a collaborative workshop between the Writing Center and the Library.

DB
Database

データベース講習会 2017 秋学期
Database Workshop Autumn 2017
【主な対象/ Intended for】主に大学院生。学部生、教員の
皆様も受講頂けます。OSIRISは英語による講習会です。
Mainly for graduate students, but undergraduates and faculty
members are also welcome. With the exception of OSIRIS,
these workshops will be delivered in Japanese.

開催日時
Date and Time

教室
Room

対象データベース
DBs to be introduced

11/10(FRI)

16:30-18:00

11-608

日経NEEDS-FinancialQUEST
Nikkei NEEDS- FinancialQUEST

11/16(THU) 14:45-16:15

11-601

OECD iLibrary

11/17(FRI)

14:45-16:15

11-608

日経バリューサーチ
Nikkei Value Search

11/22(FRI)

14:45-16:15

11-601

eol

11/24(FRI)

13:00-14:30

14-503

ERIC / ProQuest

11/29(WED) 14:45-16:15

11-608

OSIRIS

より詳しい情報はWEBサイトで確認してください！
For more details, please check library website!

How to apply: From the application form on
the library website. You can join workshops
without reservation if space permits.
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図書館 情報検索ワークショップ 2017 秋学期＜開催日程＞
Library Workshop Fall 2017 <Time Schedule>
10/30(MON)

10/31(TUE)

11/1 (WED)

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-

会場
Place

中央図書館2階
グループ学習室A

8号館409教室
（PC教室）

時間
Time

15:00～16:00

①13:00～14:15
②14:45～16:00
*2部入替制

ワーク
ショップ名
Workshop
Name

B
ググらない検索

ワーク
ショップ名
Workshop
Name

RE
RefWorks,

11/2(THU)

*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.
*参加費はすべて無料です。
All the workshops are free of charge.
*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 library
website.
*お申込みはこちら→
Application form

*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

～レポート・卒論作成に
使える基礎テクニック～

a citation management
tool (English Program)

会場
Place

中央図書館2階
グループ学習室A

Building #8 Room409
（PC Classroom）

時間 Time

16:45～17:45

16:30～17:45

11/7(TUE)

11/8 (WED)

11/9(THU)

B
ググらない検索

SE
How to Use Library
Resources Efficiently
(English Program)

11/6(MON)
ワーク
ショップ名
Workshop
Name

～レポート・卒論作成に
使える基礎テクニック～

会場
Place

中央図書館2階
グループ学習室A

2nd Floor, Central Library

時間 Time

15:00～16:00

15:00～16:00

SE
How to Use Library
Resources Efficiently
(English Program)

A
研究に役立つ英語論文
の探し方

Seminar Room A

ワーク
ショップ名
Workshop
Name

B
ググらない検索
～レポート・卒論作成に
使える基礎テクニック～
中央図書館2階
グループ学習室A

2nd Floor, Central Library

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

16:45～17:45

11/15 (WED)

11/16(THU)

ワーク
ショップ名
Workshop
Name

B
ググらない検索
～レポート・卒論作成に
使える基礎テクニック～

会場
Place

中央図書館2階
グループ学習室A

時間
Time

15:00～16:00

ワーク
ショップ名
Workshop
Name

A
研究に役立つ英語論文
の探し方

11/14(TUE)

11/10(FRI)

Seminar Room A

会場
Place

11/13(MON)

11/3(FRI)

11/17(FRI)

D

WE

W

キーワードから図書館資
料を「発見」しよう！

Writing Workshop

ライティング・ワークショップ

―WINE Plus講習―

Writing Critical Essays:
How to Evaluate Films,
Books and other Creative
Works (English Program)

レポート作成はじめの
一歩！―文献探しと
引用を中心に―

11号館608教室

Seminar Room A

（第2マルチメディア教室）

2nd Floor, Cenrtal Library

3号館2階
CTLT Classroom 2

①13:00～14:15
②14:45～16:00
*2部入替制

13:30～16:15

13:00～14:30

DE
Let’s find library materials
by keyword!

―WINE Plus
practical training―

A
研究に役立つ英語論文
の探し方

(English Program)

会場
Place

中央図書館2階
グループ学習室A

Building #11 Room608
（Multimedia room #2）

中央図書館2階
グループ学習室A

時間 Time

16:45～17:45

16:30～17:45

15:00～16:00
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