
 

 

学術情報データベース オンライン講習会のご案内 

附属図書館では、学術情報データベースをより活用していただくため、トムソン・ロイター社と共同で、

インターネットを活用したオンライン講習会を開催します。 

A. 自由参加型オンライン講習会 

日程・参加方法は別紙をご覧ください。 

 

B. オンデマンド型オンライン講習会 

●講習会の内容 

対象：教職員・大学院生以上の学生 

・Web of Scienceによる文献の検索・キーワードの選択方法や検索結果の分析方法 
・EndNote Webを用いた文献の整理や共有の方法 
・Journal Citation Reports, Essential Science Indicatorsを用いた研究動向の把握 
 （これらのデータベースへのアクセスは http://isiknowledge.com/ から） 
●オンライン講習会の特長 

・研究室で受講できます。 
・研究室単位や授業単位のグループで受講できます。 
・トムソン・ロイター社の経験豊富な講師が担当します。 
・オンライン会議システムWebExを活用した遠隔トレーニングです。 
・対面の講習会と同様に、随時質問ができます（スピーカーフォンを使用）。 
・インターネットに接続されたPCが必要です。 
・ネットワークや機器の接続サポートは図書館職員が行います。 
・毎月最終の月曜日または金曜日の、ご希望の時間に対応します。 
・講習の内容は、受講者の習熟度や研究テーマに合わせて設定します。 
・受講料は無料です。 
・所要時間は 1 時間～1 時間半です。（講習内容によって変動します） 

 オンライン講習会イメージ 

 

 

 

第４１号（平成２０年（２００８）５月）

受講者 
【信大】 

講師 
【東京・トムソン社】 

Web 会議システム【WebEx】 



 

●対象分野 

Agriculture（農学） Neuroscience（神経科学） 
Astronomy（天文学） Oncology（腫瘍学） 
Biochemistry（生化学） Pediatrics（小児科学） 
Biology（生物学） Pharmacology（薬理学） 
Biotechnology（生物工学） Physics（物理学） 
Chemistry（化学） Plant Science（植物学） 
Computer Science（コンピュータ） Psychiatry（精神医学） 
Materials Science（材料科学） Surgery（外科学） 
Mathematics（数学） Veterinary Sciences（獣医学） 
Medicine（医学） Zoology（動物学） 

 その他、自然科学系全般に対応します。 

●お申し込みは、以下の情報を添えてご連絡ください。 

・代表者のお名前※1：  

・連絡先： 内線      E-Mail 

・所属（研究科・専攻）：  

・受講人数： 学生   名 ・ 教職員   名 

・受講希望内容（複数選択可）： 

  Web of Science 

  EndNote Web 

  Journal Citation Reports 

  Essential Science Indicators 

・受講希望日時※2（各月の最終月曜または最終金曜、時間は随時）： 

     月   日 （  曜日）   ：  ～ 

・その他（特に知りたい検索方法や検索テーマなど、講習への要望）： 
 
※1 代表者の方へは、トムソン・ロイター社の講師から連絡を差し上げたうえ、講習の内容や検索テーマ・

キーワードなどに関して、事前に打ち合わせを行っていただきますので、あらかじめご了承ください。 
また、連絡先にはできるだけ日中にご連絡可能な連絡先をご記入ください。 

※2 実際の講習会の日時は、申し込み状況によって調整させていただく場合があります。 
 

申し込み・お問い合わせ先： 

 附属図書館システム/コンテンツ形成担当 

 内線：（８１１－）２２９２  E-mail: library@shinshu-u.ac.jp 
 

 

信州大学附属図書館システム/コンテンツ形成担当 発行 
内線:（８１１－）229２ e-mail：library@shinshu-u.ac.jp 

 



 

ご質問は、Thomson Reuters サイエンティフィックビジネス  

ts.ｔraining.japan@thomson.com まで 

Web of Science ®  

Journal Citation Reports® 

 

 

 

トムソン・ロイター社では、研究者を対象にした、ウェブベースのインターネット講習会を始めました。

まずは、Web of Science、EndNote Web、Journal Citation Reports の講習会を開催いたします。この

講習会では、オンライン会議ツール「WebEx」を用いて実施します。 

 

インターネット講習会（自由参加型）の特徴 

 研究室からで受講できます。 

 毎月第一月曜日に開催します。（各回 40 分） 

 日本人トレーナーが指導します。 

 受講料は無料です。 

 ウェブエックス ·コミュニケーションズ社の 

WebEx を利用しています。 

利用時に必要なもの 

 インターネット・アクセス（５００Kbps 以上が推奨） 

 インターネットフォン用のヘッドセット/スピーカーフォン 

（PC の音声機能のみでも、講習会の内容を聞くことができます。質問は、チャットで行ないます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WebExデータセンター トムソン・ロイター(東京) 研究室の参加者 

インターネット インターネット

インターネット講習会のご案内 

インターネット講習会スケジュール 6 月 2 日(月)、 7 月 7 日(月)、 8 月 4 日(月)  

① 13 時 ～ 13 時 40 分  ： Web of Science 検索・絞込み・分析 

② 14 時 30 分～15 時 10 分： EndNote Web のダウンロード・共有設定・フォーマット 

③ 16 時 ～ 16 時 40 分  ： Impact Factor の調べ方 

 

6 月 2 日(月)の申し込み方法  ＊7 月以降は、後日設定されます。 

1. このミーティングに登録するには、下記 URL をクリックします。 

2. ミーティングを登録します。  

① https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-jp/j.php?ED=108758457&RG=1 

② https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-jp/j.php?ED=108759592&RG=1 

③ https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-jp/j.php?ED=108759597&RG=1 

主催者がお客様のリクエストを承認すると、お客様に参加注意事項を記した確認 E メールが送信されます。 

https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-jp/j.php?ED=108758457&RG=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-jp/j.php?ED=108759592&RG=1
https://thomsonscientific.webex.com/thomsonscientific-jp/j.php?ED=108759597&RG=1


 

ご質問は、Thomson Reuters サイエンティフィックビジネス  

ts.ｔraining.japan@thomson.com

Web of Science ®  

Journal Citation Reports® 

 

*WebEx社の無料セミナーにご参加すると、どのようなシステムか試すことができます。 http://www.webex.co.jp/  

WebEx とは 

・ インターネットを介して、様々なデータ、音声、映像を共有することが出来るＡＳＰサービスです。 

・ ファイヤウォールやプロキシはトンネリングしますので、貴大学のセイキュリティ設定を変更する必要はありません。 

セキュリティについて 

・通信は全て SSL ポートを利用して行います。（インターネットバンキングなどで利用されているポートです。） 

・送信されるデータは全て暗号化されて送られる為、生のデータがインターネット上に出て行くことはありません。 

・ミーティング終了後、サーバにデータが保存されません。 

・ 「Web Trust」、「ＳＡＳ７０」という第三者のセキュリティ認証を獲得しています。 

利用時に必要なもの 

・インターネットのブラウザ  ・パソコン ・インターネットフォン用のヘッドセット/スピーカーフォン。電話用のヘッドセット/スピーカーフォン 

・インターネット環境：56k 以上（実質、５００ｋ以上が望ましい） 

システム要件 

・Windows: 98 以降/ Mac OS:10.3 及び 10.4/ Solaris: 9 及び 10/ Linux 

・ブラウザ： EI: 6.0 と 7.0/ Mozilla:1.7/ FireFox: 1.0/ Netscape: 8.1/ Safari: 1.3(10.3), 2.0(10.4) ※推奨：ＩＥ（Windows) 

・PC スペック：メモリ（256MB RAM), 400MHz 以上のプロセッサ 

・JavaScript とクッキーが有効であること    ・ActiveX が有効であること。（無効の場合は、Java が有効であること。） 

※ActiveX 及び Java が有効でない場合は、WebEx までお問い合わせください。 

参加方法 

・主催者から登録承認メールが送られてきます。 

・時間になったら、メールに記載されているリンクをクリックし、名前、E メール、パスワードを入力し[OK]をクリックします。 

・自動でプラグイン（WebEx ミーティングマネジャー）がダウンロードされ、セッションに参加できます。 

 

ここをクリック 

パスワード 

ActiveX にてダウンロード プラグインがダウンロードされる際に、下記のようなメッセージが表示される場合があります。 

 

1) 上記、赤枠を右クリック 

2) 「ActiveX コントロールのインストール」を左クリック 

3) 「インストールする」をクリック 

4) プラグインがダウンロードされます 

5) 画面が切り替わり、セッションに参加できます 

 まで 

http://www.webex.co.jp/
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