
日 月 火 水 木 金 土

3 4 5 6 7 8 9

※13:00～;
EBSCOhost デー
タベース検索基
礎

10 11 12 13 14 15 16

 ※13:00～;
EBSCOhost
CINAHL の検索

14:00～15:00
RefWorks・基礎
編（日本語）

14:00～15:00
RefWorks・中級
編（日本語）

15:30～16:30
RefWorks
Basic(in
English)

15:30～16:30
RefWorks
Advances(in
English)

17 18 19 20 21 22 23

13:30～14:30;
ワークショップA:
図書館の基本的
な使い方を知る

※11:00～;
EBSCOhost デー
タベース検索基
礎

10:55～11:55;
ワークショップA:
図書館の基本的
な使い方を知る

※13:00 - 
EBSCOhost デー
タベース検索応
用

9:40～10:40;
ワークショップB：
レポート作成初
めの一歩（テーマ
を決めよう）

24 25 26 27 28 29 30

9:40～10:40;
ワークショップA:
図書館の基本的
な使い方を知る

※14:00～
15:00,17:30～
18:30;Wef of
Science トレーニ
ングサミット

※11:00～ 
EBSCOhost デー
タベース検索応
用

15:25～16:25;
ワークショップC：
レポート・論文作
成に役立つ資料
の探し方：日本語
資料編

15:25～16:25;
ワークショップA:
図書館の基本的
な使い方を知る

13:30～14:30;
ワークショップF：
こんなときにはこ
れ！データベー
スの選び方

４月

April

みんなの参加を待ってます！！

Please join us!!

2022春学期ワークショップ一覧

✏ワークショップA : 図書館の基本的な使い方を知る

✏ワークショップB：レポート作成初めの一歩（テーマを決めよう）

✏ワークショップC：レポート・論文作成に役立つ資料の探し方：日本語資料編

✏ワークショップD : レポート・論文作成に役立つ資料の探し方：外国語資料編

✏ワークショップE：就職活動にも役立つデータベースの使い方

✏ワークショップF：こんなときにはこれ！データベースの選び方

✏Search on EBSCOhost and Web of Science(in English)

※申し込みは最下部から。RefWorksのみ直接リンクが貼ってあります。

*To register, please visit bottom.Only RefWorks has a direct link.
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日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

8 9 10 11 12 13 14

10:55～11:55;
Search on
EBSCOhost and
Web of Science

15:25～16:25;
Search on
EBSCOhost and
Web of Science

15 16 17 18 19 20 21

10:55～11:55;
ワークショップC：
レポート・論文作
成に役立つ資料
の探し方：日本語
資料編

9:40～10:40;
ワークショップ
E：就職活動に
も役立つデータ
ベースの使い方

22 23 24 25 26 27 28

9:40～10:40;
ワークショップF：
こんなときにはこ
れ！データベー
スの選び方

17:20～18:20;
Search on
EBSCOhost and
Web of Science

29 30 31

水 木 金 土

1 2 3 4

15:25～16:25;
ワークショップD:レ
ポート・論文作成
に役立つ資料の
探し方：外国語
資料編

日 月 火 水 木 金 土

5 6 7 8 9 10 11

15:25～16:25;
ワークショップE：
就職活動にも役
立つデータベー
スの使い方

12 13 14 15 16 17 18

17:20～18:20;
ワークショップD:レ
ポート・論文作成
に役立つ資料の
探し方：外国語
資料編

13:30～14:30;
ワークショップB：
レポート作成初
めの一歩（テーマ
を決めよう）

10:55～11:55;
ワークショップE：
就職活動にも役
立つデータベー
スの使い方

17:20～18:20;
ワークショップD:レ
ポート・論文作成
に役立つ資料の
探し方：外国語
資料編

13:30～14:30;
ワークショップC：
レポート・論文作
成に役立つ資料
の探し方：日本語
資料編

May

June



19 20 21 22 23 24 25

10:55～11:55;
ワークショップC：
レポート・論文作
成に役立つ資料
の探し方：日本語
資料編

26 27 28 29 30

金 土

1 2

日 月 火 水 木 金 土

3 4 5 6 7 8 9

申込みはこちら→https://www.ocans.jp/sophia?fid=cZvkRfe1https://www.ocans.jp/sophia?fid=cZvkRfe1

Apply from here→https://www.ocans.jp/sophia?fid=uG3OEDwO

【申込フォームについて/How to apply】

1 初めて申し込む場合と、二回目以降で入口が異なります。

The entrance will be different when you apply for the first time and after the second time.

2 ワークショップを選択すると色が変わります。

　　をクリックするとワークショップの詳細が表示されます。

画面一番下までスクロールするし、「次へ」のボタンをクリックします。

申込みフォームが表示されるので、必要事項を入力して申し込んでください。

　Select a workshop and the color will change.

　Click on  　　　to view workshop details.

　Scroll to the bottom of the screen and click the "次へ" button.

　The application form will be displayed, so please enter the necessary information and apply.

*"Search on EBSCOhost and Web of Science" will be done face -to-face. All other workshops will be done online.

※ワークショップA～Fは対面で行う予定です。それ以外の講習会はオンラインで行います。

Jul

y



※以下の講習会はデータベースの提供元によるオンライン講習会です。申し込み方法が異なります。

講習会名の下のURLからアクセスして申し込んでください。

【Web of Science トレーニングサミット】

4月26日（火）14:00開始　https://bit.ly/3oZEXjA

4月26日（火）17:30開始　https://bit.ly/3Hw7kfq

【EBSCOオンライン講習会】

4月07日（木） 13:00 -  EBSCOhost データベース検索基礎　(45分)

4月12日（火） 11:00 -  EBSCOhost データベース検索応用　(40分)

4月14日（木） 13:00 -  CINAHL の検索　(60分)

4月19日（火） 11:00 -  EBSCOhost データベース検索基礎　(45分)

4月21日（木） 13:00 -  EBSCOhost データベース検索応用　(40分)

https://www.ebsco.com/ja-jp/blogs/ebscopost/jiangxihui-ribenyuonrainjiangxihuinokoannei2022nian4yue


