
Waseda University Library 

10/28(Mon) - 11/14(Thu) 

【問合せ / Contact】図書館利用者支援課 
/ Dept. of Users  Support.  

E-mail: ask-lib@list.waseda.jp 

＊参加に際し特別な配慮を必要とされる方は、予めご相談ください。 

[参加方法/How to Join] 
 

 １．右QRコードまたは図書館HPから 
       詳細を確認し、その中の申込み 
       フォームから希望するプログラムを 
       選んで申し込む。 
 

 ２．申し込んだプログラムに参加する。 
 ＊定員に満たなければ、当日参加もOKです。 

Program details and 
how to apply, please 
check the above QR 
code or library website. 

高田早苗記念研究図書館、早稲田キャンパス各教員図書室では、各データ
ベース提供元のインストラクターによる解説と実習を行うデータベース講習会を
開催します。ぜひこちらにもご参加ください。 
 

【対象】本学学生・教職員 
【言語】日本語 *These classes will be conducted in Japanese. 
【問合せ】高田早苗記念研究図書館 
    E-mail: takata-literacy@list.waseda.jp 

スケジュール等の詳細は、上QRコードまたは図書館HPをご確認ください！ 

 [お知らせ] 高田図書館データベース講習会 11/13-20 

参加無料 
Free!! 



2019年度秋学期 図書館情報検索ワークショップ －プログラム－ 
Library Workshop Programs Fall 2019 

[Open to] Undergraduate or graduate students who do not know 
how to use the library resources. *Mainly for new students. 
[Databases introduced in this session] WINE (for books, databases, 
e-journals etc.), and some of newspapers.） 

Get along with LIBRARY! 

BE 
Basic 
In English 

In this workshop, the participants will learn how to use library resources, such as 
books and journal articles. Be exposed yourself to the library's resources and 
improve your research skills! 
*The content of this workshop is almost the same as the library guidance in classes 
(EDP Basic Seminar, etc.). 

英語論文の検索をお手伝いします！ 
"WINEやデータベースにキーワードを入れてみたが、思うように見つからない"ということは
ありませんか？新しくなったWINEは論文を探すために便利に使うことができますが、論文
索引データベースを使えば、さらにうまく英語論文を探すことができます。 
英語論文を効率よく探したい方にお勧めのワークショップです。 

[対象者] 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, テーマ別データベース    
             （ProQuestまたはEBSCOhost提供のDB） 

研究・論文作成に役立つ英語論文の探し方 

A 
Advanced 

R 
RefWorks 

レポート・論文の作成には「参考文献リスト」の管理が大切。 
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一通り身に付けちゃいましょう！  
 ★ 受講にあたっては、事前のアカウント作成が必須です。 

[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 

文献管理が楽になる！－RefWorks 実習－ 
 C 

Career 

年収程度の情報で就職先を選べますか？ 
このワークショップでは、早大生なら無料で使えるデータベースを活用し、企業のホンネに
迫る方法を伝授します。マニュアルに頼らない、早大生らしい"就活"に役立ててください。 

[対象者] 企業への就職を考えている学部生、大学院学生 
[紹介するデータベース] 東洋経済デジタルコンテンツライブラリー, 日経 
                            テレコン21, 有価証券報告書（日経バリュー 
                            サーチ等） 

データから見える企業のホンネ 

2019年9月に新しく、そしてより便利になった"WINE"
を40分でお伝えするプログラムです。基本的な操作や
検索方法、「My Library」機能などについて説明＆ 
紹介しつつ、皆さんにもPCで操作を実際に体験いただ
きながら進めていきます。お気軽にご参加ください！ 

[対象者] 新しいWINEの基本的な使い方を知りたい方 
[紹介するデータベース] WINE(2019年9月から新しくなりました！） 

使ってみよう新しいWINE! 

N 
New WINE 

「資料はどうやって探すの？」「どこから集め始めれば…？」そんなあなたに検索実習を 
含めて“図書館資料の探し方の基礎”をお伝えする75分の集中講座！ 
この機会にググるだけでない探し方を身につけちゃいましょう！ 

[対象者] 日本語の図書、雑誌論文、新聞記事の基本的な探し方を知りたい方 
      ※主に学部生／大学院生の1年生向けの内容です。 
[紹介するデータベース] WINE, 各新聞社データベースなど 

B 
Basic 

ググらない検索 －資料探しの基礎のキソ－ 

WE 
Writing 
In English 

Writing Workshop 

[Open to] Undergraduate and Graduate Students (30 students) 
[Databases introduced in this session] WINE, etc 

How to Cite Sources and Avoid Plagiarism 

The workshop will help participants learn: (1) what plagiarism is and how to avoid 
it by using citations;(2) the basic difference between direct quotation and 
paraphrasing, between in-text citations and footnotes/endnotes, and what a 
reference list is;(3) how to cite materials using three of the most commonly used 
citation styles, but with a special focus on APA; and (4) basic information on useful 
books, websites and reference manager software. 

TY 
ライティング・ワークショップ 

in Toyama 

[日本語プログラム / Japanese Programs] 

[English Programs] 

10/15(火)から先行開催中！ 
↓お申込みはこちらから↓ 

W 
Writing 

ライティング・ワークショップ 

レポートや論文に真剣に向き合う季節になりました。「レポートのはじめには何を書く
の？」「序章、とりあえず書いてみたけどこれでいい？」「まだ書き始めていないし、序章の
書き方すらわからない！」そんな悩みや不安を抱えていませんか。授業レポート、論文
の提出を控えている方にお勧めの実践型ワークショップです！ 

[対象者] 授業レポートの書き方を知りたい方、 
       卒業論文／修士論文の提出を控えている方 
[紹介するデータベース] WINE, ジャパンナレッジLib, 新聞記事データベース 

レポート・論文作成 －文献検索と序章の書き方－ 

TZ 
ライティング・ワークショップ 

in Tokorozawa 

情報検索と引用の仕方を学ぼう！ 

[対象者] 引用の基礎を学びたい方、卒論や授業レポートに取り組ん 
         でいる方、学術誌への投稿を考えている方など 
[紹介するデータベース] WINE, CiNii, 各種新聞データベースなど 

「読んだ文献の内容をどうやってレポートに取り入れよう…」、「剽窃のことは何となく知っ
ているけど、具体的にどうすれば剽窃にならずに済むんだろう。」と、悩んだ経験はありま
せんか？適切な引用の仕方と、引用に用いる文献の探し方を体験しながら学べるワー
クショップです。*なるべくPC・タブレット端末等を御持参願います。  

[スケジュール / Schedule] 

10月 
October 

11月 
November 

11(Mon) 14(Thu) 12(Tue) 

B 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

13:00-14:15 

 BE*English 

Group Study Room2 
2nd floor,Central Library 

14:45-16:00 

A 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

16:30-17:45 

5(Tue) 

A 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

13:00-14:15 

7(Thu) 

R 
 

11号館610教室 
 

10:40-11:55 

B 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

14:45-16:00 

6(Wed) 

W 
3号館203教室 

(CTLT Classroom3) 
 

13:00-14:30 

C 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

14:45-16:00 

30(Wed) 

R 
 

11号館609教室 
 

13:00-14:15 

31(Thu) 

B 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

10:40-11:55 

TY 
戸山図書館 

34号館356教室 

10:00-12:00 

N 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

14:45-15:25 

8(Fri) 

WE*English 

CTLT Classroom2, 
2nd floor,Building#3 

9:30-12:10 

13(Wed) 

TZ 
所沢図書館 

プレゼンテーションエリア

12:40-14:30 

28(Mon) 

A 
中央図書館2階 
グループ学習室2 

10:40-11:55 

29(Tue) 

   BE*English 

Group Study Room2 
2nd floor,Central Library 

 

13:00-14:15 

大学ではいろいろな発表の機会がありますが、そんな時プレゼンテーション資料の作り方
に悩んだことはありませんか。このプログラムではどうしたら人に伝わるプレゼンテーション資
料が作れるか、アカデミック・ライティングの観点から実践的に考えてゆきます。新しくなっ
たWINEを使った情報検索からサポートしますので、お気軽にご参加ください！  

人に伝わるプレゼンテーション 
  －文献検索から資料作成まで－ 

[対象者] 授業で発表の機会がある方（主に学部生） 
[紹介するデータベース] WINE, CiNii, 各種新聞データベースなど 


