
ガコス　講習会 検索

無料予約不要

03-5841-2649 （内線 22649)@gacos_utokyo
https://www.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/gacos/training.html

literacy@lib.u-tokyo.ac.jp本部情報基盤課学術情報リテラシー担当

※東京大学にご所属の方ならどなたでも参加できます。
※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。

赤門

本郷キャンパス

正門

入口

福武ホール備付 PC (Windows) を使って実習します。
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

会場

昼休み開
催

11/ 25( 月 ) 12:20~12:50
文献管理ツール 「RefWorks」 を使って文献情報の取込 ・ 管理をしましょう。
参考文献リストを自動作成することもできます。東大所属者だから無料で使えるツールです。
※PDF の取込など機能が新たに搭載された新 RefWorks の使い方を紹介します。
※従来のバージョンも、 当面そのまま使えます。

はじめよう！新 RefWorks

昼休み開
催

11/ 22( 金 ) 12:20~12:50
文献管理ツール 「Mendeley」 を実習します。 英語の論文がメインの方に最適です。

はじめよう！Mendeley

夕方開催

11/ 27( 水 ) 17:00~18:10
論文準備で必要となる、 先行研究の英語論文の探し方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。 英語論文検索ツール 「Web of Science コアコレクション」 （全分野）、
文献リストを自動作成できる文献管理ツール 「新 RefWorks」 を実習します。
（昼間の 「論文準備ここからスタート！」 講習会とほぼ同内容です。 ただし CiNii Articles の講習を含
みません。 )

準備で必要となる、 先行研究の英語論文の探し方から文献リスト作成までが一度にわかるお得
スです 英語論文検索ツール 「Web of Science コアコレクション」 （全分野）

Web of Science＆新 RefWorksWeb of Science＆新 RefWorks
論文準備のための文献管理
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Twitter: @gacos_utokyo
https://www.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/koshukai/2019ChemRxiv.html

) 22649（内線literacy@lib.u-tokyo.ac.jp      03-5841-2649 
東京大学本部情報基盤課学術情報リテラシー担当お問合せ先

           情報基盤課学術情報リテラシー担当
東京大学情報システム部主催:  

https://www.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/koshukai/2019ChemRxiv.html
下のURL又は右のQRコードの申し込みフォームより送信してください。

 How to apply申し込み方法

He reports to a Governing Board made up of representatives from societies including the ACS, RSC, GDCh, CSJ and CCS.
He manages diverse teams throughout the world to both triage submitted content and build new technology for the ChemRxiv platform.
Marshall Brennan is the primary developer for ChemRxiv, responsible for day-to-day operations, development, promotion, and outreach.  

Speakers’ profile講師の紹介
workflow.
what preprint servers do, and answer questions about how ChemRxiv can impact your scholarly publication
In this seminar, Dr Marshall Brennan, ChemRxiv’s Publishing Manager, will describe what preprints are, 

ChemRxiv has experienced incredible growth since launch and changed how many go about publishing 
academic papers in chemistry. As a result, many chemists are wondering what preprints are and 
how they can use them.

and is now co-owned by the Royal Society of Chemistry(RSC), the German Chemical Society (GDCh), 
Chemical Society of Japan (CSJ), and Chinese Chemical Society(CCS). 

ChemRxiv is a preprint server devoted to chemistry launched by the ACS in 2017
Contents容内
    [Hongo Campus] General Library Annex (Library Plaza)enue:V
本郷キャンパス総合図書館別館ライブラリープラザ:会場

16:30～      15 Nov, 2019  15:00Date:
2019年11月15日（金）15:00~16:30時:日

Publishing/Product Manager, ChemRxiv
Marshall Brennan

Speaker
講師

Students and employees with disabilities, please contact and inform us the assistance you need in advance.
※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。
Individual tutorial is not provided in the talk.
※論文添削等、個別指導・個別相談はございません。
We will prioritize those who have prior reservation.
※予約なしでもご参加いただけますが、ご予約の方優先となります。

Target audience: The University of Tokyo members only
対象:    東京大学所属者限定

Free of charge    Number of seats: 40
）員 40 名定（参加費: 無料

Language: English
言語:    英語

Outline概要

Dr. Marshall Brennan, ChemRxiv
Special Chemistry Seminar: 
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