
情報探索ガイダンス 2017.6

本郷キャンパス 
福武ホール地下 1階
講習会コーナー

会場

備付 PC (Windows) を使って実習します。
各コース 定員 18 名　参加費無料※東京大学にご所属の方ならどなたでも参加できます。

LexisNexis Academicで
海外のニュースや

ビジネス情報を検索するには？

in 本郷

海外のニュースやビジネス情報を検索・閲覧
できる「LexisNexis Academic」の利用方法を
実習します 。

※障害がある方で会場設備等に配慮が必要な方は事前にご連絡ください。

2020

6/16(金) 15:00-16:15

予約
優先

今月は 無料いつも

論文執筆   応援 　！
レポートレポート

を します　

メールのタイトル：6月ガイダンス参加希望　( 参加日・ コース名）
本文：(1) 参加日・ コース名　(2) 氏名　(3) 身分　(4) 所属　
             （5) 講師への質問  (6) 利用経験
             (7)[*OECD iLibrary 講習会参加者のみ ] OECD iLibrary 使用方法以外に
                  知りたいことがあればお書きください 　

学術情報リテラシー担当宛に、以下のメールをお送りください。申込み先

literacy@lib.u-tokyo.ac.jp

本部情報基盤課学術情報リテラシー担当

http://www.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gacos/training.html

03-5841-2649 （内線 22649)

literacy@lib.u-tokyo.ac.jp

@gacos_utokyo

他キャンパスの講習や
講習会詳細については⇒

空きがあれば

当日参加OK

23236/21(水) 15:00-16:15

提供元から講師を招聘して行います。

SciFinder で
化学分野の

情報検索をするには？
「SciFinder」の利用方法を実習します。
化学物質情報、科学技術文献情報、有機化学反応
情報、特許文献などを検索できます。

OECD の出版物、 統計情報等を全て収録したデータ
ベース 「OECD iLibrary」 の利用方法を実習します。 

新聞を研究にいかす
人社系向け

The Times Digital Archive を中心に人社系の研究に
役立つツールを実習形式で紹介。 一つのテーマを取
り上げ、 関連する資料を実際に探してみます。 新聞
は時代を映す鏡、 横断検索機能を使って自分の研究
テーマを掘り下げましょう。 

6/20 (火) 15:00-16:15

 OECDの出版物や
統計を探すには？
OECD iLibrary講習会

OECD東京センターから講師を招聘して行います。

6/23 (金) 15:00-16:30

提供元から講師を招聘して行います。

※この講習は録画・後日公開されます。

赤門

本郷キャンパス

正門

入口

福武ホール

ガコス　講習会 検索

生命科学系の
データを活用する
～統合データベース講習会～

NBDC （科学技術振興機構バイオサイエンスデータベー
スセンター） が提供する、 生命科学系のデータを網羅
的に探せるポータルサイトを紹介します。 新しい分野
のデータが必要な時など、 散らばっているデータを一
括検索できます。

アジア関連の
日本歴史公文書を
ネットで見よう

15156/14(水) 15:00-16:15

アジア歴史資料センターでは、 国の機関が保管する
アジア歴史資料 （近現代の日本とアジア近隣諸国等との
関係に関わる歴史資料として重要な日本の公文書など）
をデータベース化し、 インターネット上で提供しています。
アジア歴史資料センター公開資料の検索方法 ・ 活用
方法を実習します。

提供元から講師を招聘して行います。

論文準備
ここからスタート！
文献検索から文献リスト作成まで

6/14 (水) 10:30-12:00

論文準備で必要となる先行研究の文献調査から

文献リスト作成までが、 一度にわかるお得なコースです。

日本語論文のデータベース 「CiNii Articles」

英語論文のデータベース 「Web of Science コアコレクション」

文献管理ツール 「RefWorks」 を実習します。

人気コース
人気コース

※同内容で 2 回実施します。 

6/20 (火) 10:30-12:00

提供元から講師を招聘して行います。

6/15 (木) 15:00-16:30

提供元から講師を招聘して行います。



各コース定員 18 名　参加費無料　

※東京大学にご所属の方ならどなたでも参加できます。

情報探索ガイダンス 2017.6

　 学術情報リテラシー担当宛てに、以下のメールをお送りください。
literacy@lib.u-tokyo.ac.jp申込み先申込み先

メールのタイトル ： 文献管理ツール参加希望
本文 : (1) 参加希望コース名 （複数可 / Mendeley は希望コースも）
　　　   (2) 氏名 (3) 身分 (4) 所属  (5) 講師への質問 
        (6) 利用経験のある文献管理ツールの名称 （利用経験の無い場合は 「なし」）
      　 (7) [EndNote 参加者のみ ] PC 持込の有無（※持込 PC は EndNote をインストール済み
               かつ無線 LAN 使用可能の PC 限定です。）

会場

本部情報基盤課学術情報リテラシー担当 03-5841-2649（内線 22649) @gacos_utokyoliteracy@lib.u-tokyo.ac.jp

※「Endnote」 と 「EndNote basic」 とは別商品で機能は異なります。

※障害がある方で会場設備等に配慮が必要な方は事前にご連絡ください。

ガコス　講習会 検索
情報探索ガイダンスページの 「文献管理ツールクローズアップ」 をご覧ください。

参加コースに迷ったら…

Mendeley

13:10 ～ 14:40
入門者向けコース

15:00 ～ 16:00
ユーザ向けQ&Aコース

※2コース続けて受講も可

無料ツール　東京大学機関版もあり

備付 PC で実習形式

6/8（木）

⇒

文献管理ツールとは論文執筆に必要な文献情報を蓄積・管理し、
参考文献リストを自動作成できるツールです。

各ツールの比較表 ( 学内アクセス限定 ) は GACoS にあります。各ツ各ツ各ツ各ツ各ツ各ツ各ツ各ツ各ツ各ツ各ツ各各各 ールールルルルの比比の比の 較表較表較表較表 ( 学( 学( 学( 学内ア内ア内アクセクセクセクセス限ス限ス限ス限定 )定 )定定 は Gは GACACCCAC SSSSSSSoSoS ににににににににににににに

講師 : ( 提供元 ) エルゼビアジャパン株式会社

さあ、どれ使う？さあ、どれ使う？MendeleyMendeleyMendeleyMendeley
EndNoteEndNoteEndNoteEndNote
RefWorksRefWorksRefWorksRefWorks

本郷キャンパス  
福武ホール地下 1階 講習会コーナー

予約
優先

文献管理ツール文献管理ツール

クローズアップクローズアップ

こんなあなたは必見！

自分で買うソフト
有料ツール

15:00 ～ 16:30

実習なし
PC 持込も可

EndNote

講師 : ( 販売代理店 ) ユサコ株式会社

RefWorks

東大所属者は無料で使える

備付 PC で実習形式

12:20 ～ 12:50

6/5（月）
6/7（水）

文献管理ツールが

はじめての方は

このコースが

おススメ！

予約
優先6/6（火）

昼休み開催
予約不要

（同内容で 2 回実施）

Mendeley コースと
EndNote コースのみ
要予約

実習なし　PC 持込も可無料無料無料無料無 ツツーツーツ ルルル

有料有料有料有料有 ツツーツーツ ルルル

赤門

本郷キャンパス

正門

入口

福武ホール

無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無無無無無無 でででで
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