
ガコス　講習会 検索

論文執筆を応援論文執筆を応援しますします！
レポートレポート

人気コース

ここからスタート！ここからスタート！ここからスタート！
論文準備論文準備論文準備

文献検索から文献リスト作成まで
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。

情報探索ガイダンス 2017.9

literacy@lib.u-tokyo.ac.jp

@gacos_utokyo 03-5841-2649 （内線 22649)

本部情報基盤課学術情報リテラシー担当

備付 PC (Windows) を使って実習します。

※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。
※東京大学にご所属の方ならどなたでも参加できます。

予約不要

無料

9/ 2222 ( 金 ) 10:30 ～ 12:00
9/ 2626 ( 火 ) 13:10 ～ 14:40

※同内容で 2 回実施します。

赤門

本郷キャンパス

正門

入口

福武ホール

会場

定員 18 名

本郷キャンパス福武ホール地下 1階
講習会コーナー

ご都合の悪い方
まずはご相談を！
オーダーメイドで
講習できます。



本郷キャンパス

2017 年 9-10 月

※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。

※東京大学にご所属の方ならどなたでも参加できます。

＜内容＞　どれか 1 コマだけでも参加できます

□論文はGoogleScholar で探せばいい
　と思っている。
□他大学から東大の大学院に進学した。
□TREE, GACoS を知らない。
□MyOPAC を知らない。
□総合図書館を利用したことがない。
□書庫に入ったことがない。

総合図書館 参考調査係　sanko@ｌib.u-tokyo.ac.jp 　03-5841-2647 （内線 22647）
本部情報基盤課学術情報リテラシー担当　literacy@lib.u-tokyo.ac.jp　03-5841-2649 （内線 22649）　 @gacos_utokyo

会場は

福武ホール福武ホール福武ホール

10:30-11:40

9/27 9/27 10/6 10/6 10/10

図書館ツアー

水 金 金水

本や論文の
探し方

火

Searching for 
books

and papers

Library Tour

English

本や論文の
探し方

図書館ツアー

日本語 日本語

15:00-16:10 10:30-11:40 15:00-16:10 15:00-16:10

English

Searching for 
books

and papers

Library Tour

Searching for 
books

and papers

Library Tour

English

・「図書館ツアー」（40分） 　　総合図書館の利用案内。

・「本や論文の探し方」（30分）　 パソコンを使った実習形式です。
　　　　　　東大の学術情報検索ツール TREE（本や論文をまとめて検索）の使い方。

実習形式です。

総合図書館総合図書館

予約不要
予約不要

無料無料

総合図書館

本郷キャンパス 福武ホール 地下 1F　講習会コーナー前 集合

ひとつでも
ひとつでも

当てはまる方は
当てはまる方はチェックリスト

Library tourLibrary tourLibrary tour
開始時間までに

赤門

本郷キャンパス

正門

入口

福武ホール



Hongo Campus General Library

■ Searching for books and papers（本や論文の探し方）  (30 minutes) 

■ Library tour（図書館ツアー） (40 minutes)

It is not necessary to attend both courses. Participants can join each course.

Reference Service Section :  sanko@lib.u-tokyo.ac.jp
Academic Information Literacy Section :  literacy@ lib.u-tokyo.ac.jp

※All the courses are restricted to the University of Tokyo  members only.  Both students and employees are welcome.

Venue

Library tourLibrary tourLibrary tour

Sept. 27 Wed.
Japanese

Sept. 27

Oct.  6

Sept. Oct. 2017

 General Library

Free 
of charge

Oct.  6 Fri.

English
Oct. 10

Tour information

Japanese

English
Library tour

※Students and employees  with disabilities , please contact and inform us the assistance you need in advance.

Akamon

Hongo Campus

Main Gate

Fukutake Hall

Fukutake Hall, Hongo Campus

No advance reservation is required.
Please come to the Training Course Corner
on the 1st basement floor of Fukutake Hall 
before the scheduled time.

VenueVenue
Fukutake HallFukutake HallFukutake Hall

in Englishin English

10:30-11:40 本や論文の探し方 図書館ツアー

15:00-16:10 Searching for books
and papers

10:30-11:40 Library tourEnglish

15:00-16:10 本や論文の探し方 図書館ツアー

15:00-16:10 Library tour

Wed.

Fri.

Tue.

Searching for books
and papers

Searching for books
and papers

An introductory course to search books and  papers using a search tool “TREE”
 (This session offers a hands-on approach by using computers. )

Library staff take around the General Library giving explanations 
about usage of the open shelves and the stack.
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