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Library tour
English

12:20-12:50月4/22

Library tour
English

12:20-12:50火4/16

（15:00-) （15:30-)
図書館ツアー本や論文の探し方

日本語
15:00-16:10木4/11

（15:00-) （15:30-)
Library tourSearching for books

and papersEnglish
15:00-16:10水4/10

（10:30-) （11:00-)
図書館ツアー本や論文の探し方

日本語
10:30-11:40水4/10

（15:00-) （15:30-)
図書館ツアー本や論文の探し方

日本語
15:00-16:10火4/9

（15:00-) （15:30-)
Library tourSearching for books

and papersEnglish
15:00-16:10木4/4

館内を巡回しながら図書館の使い方を説明します。
■「図書館ツアー (Library tour)」
パソコンを使って東大の学術情報検索ツール TREE（本や論文をまとめて検索）の使い方を実習します。

■「本や論文の探し方 (Searching for books and papers)」
＜内容＞　どれか 1 コマだけでも参加できます

※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。

※東京大学にご所属のかたならどなたでも参加できます
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Reference Service Section :  sanko@lib.u-tokyo.ac.jp
Academic Information Literacy Section :  literacy@ lib.u-tokyo.ac.jp

■Library tour
English

12:20-12:50Mon.Apr. 22

■Library tour
English

12:20-12:50Tue.Apr. 16

（15:00-) （15:30-)
図書館ツアー本や論文の探し方

Japanese
15:00-16:10Thu.Apr. 11

（15:00-) （15:30-)
■Library tour■Searching for books

   and papersEnglish
15:00-16:10Wed.Apr. 10

（10:30-) （11:00-)
図書館ツアー本や論文の探し方

Japanese
10:30-11:40Wed.Apr. 10

（15:00-) （15:30-)
図書館ツアー本や論文の探し方

Japanese
15:00-16:10Tue.Apr. 9

（15:00-) （15:30-)
■Library tour■Searching for books

   and papersEnglish
15:00-16:10Thu.Apr. 4

Schedule

Free of charge

Library staff take around the General Library giving explanations about usage of the open shelves and the stack.
■ Library tour（図書館ツアー）

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

■ Searching for books and papers（本や論文の探し方） 
It is not necessary to attend both courses. Participants can join each course.

Tour information

No advance reservation is required.

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

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