サンメディア主催

第 19 回学術情報ソリューションセミナー on the Web

11 ⽉ 1 ⽇から 30 ⽇まで開催されるオンラインイベント「図書館総合展 Online plus」で、前回に続き第 19 回学術情報ソリューションセミナー on the Web を開催いたします。
今回は、フォーラムでのメインセッションとオンラインブースでの各種ショートセミナー「Value Tips」をご⽤意いたしました。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。
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図書館システムのニューノーマルとして注⽬されている Alma。
Alma をご検討される上でよくお聞きする話に、今使っている「Summon」をもっと
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効果的かつ有効に使い続けたいというご要望がございます。そこでこのご要望にお応
えするために、⽇⽶から Alma と Summon についての第⼀⼈者が集い、Summon over
Alma の経験を熱く語り合います。Summon を使っていらっしゃる⽅もこれから
Summon をご検討される⽅も⾒逃せません︕
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※お申し込みいただいた⽅に、後⽇録画を視聴いただける
お申し込みいただいた⽅に、後⽇録画を視聴いただける URL をお送りいたします。
をお送りいたします。当⽇ご都合が合わない⽅もぜひお申し込みください。
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※ 接続⽤ URL はご登録者様専⽤のため、他の⼈との共有はできません。
※ 同⼀メールアドレスで複数名お申込みいただいた場合、最初にお申し込みをいただいた⽅のみに接続⽤ URL をお送りします。
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参加費
無料
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※①と②は同じ内容です。どちらかご都合の良い⽇時にご参加ください。

学術論⽂など学術情報を転載利⽤する場合の
チェックフローを、さくっと、わかりやすく解

申込フォーム

100 名

学術文献依頼プラットフォーム ARROW

Web コンテンツ転載利用の際の注意点
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サンメディアブース

各セミナー
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Web コンテンツを使いたい！でも、どうしたらいい ?

転載許諾取得の基礎
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定員

今年のオンラインブースでは、皆様にお役⽴ていただける情報を
オンラインショートセミナーでお届けします

初めて学ぶ 転載許諾
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※①と②は同じ内容です。どちらかご都合の良い⽇時にご参加ください。

いまやネット上に有⽤な情報があふれています。
Web コンテンツを転載利⽤したいけどどうし

申込フォーム

こんなこともできます！
ARROW 活用術のご紹介
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ARROW を今まで以上により良くご利⽤
頂くために、承認機能、リンクリゾルバ

説︕転載許諾について初めて学びたい⽅は、

たらいいのかわからない、という⽅向けに Web

や⼆次情報データベースとの連携といった

ぜひお気軽にご参加ください。

コンテンツ活⽤のポイントをフローチャートを

活⽤術をご紹介いたします。

申込フォーム

使ってわかりやすくご紹介いたします。

医学文献データベース医中誌 Web

学術文献管理ツール RefWorks

文献情報の管理にお困りですか？
RefWorks が効率的な研究をサポート
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科学技術文献データベース JDreamIII

管理者メニューを設定して
さらに便利に！【医中誌 Web】


文献検索だけではない
JDreamIIIの多彩な機能を使ってみよう
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⽂献情報を収集したものの、管理にお困り

管理者の⽅を対象に、医中誌 Web の管

検索結果のグラフ表⽰、頻度分析、引⽤情

の⽅はいらっしゃいませんか。RefWorks

理者メニューについてご説明いたします。

報を⽤いた検索等、多彩な機能をご紹介い

があればいつでもどこからでも⽂献情報を

リンクリゾルバをご利⽤ではない機関様

た し ま す。⼤ 学、企 業、研 究 機 関、病 院、

管理でき、さらに効率的な研究をサポート

向けに、所蔵リストの登録⽅法や、利⽤

します。教育機関の学⽣や教職員をはじめ、

申込フォーム

企業・研究機関の研究者など学術研究に携

ログの確認⽅法等、便利な機能をご紹介

公共図書館等、どのような機関様でもご参
申込フォーム

いたします。

加いただけます。現在 JDreamIII をご利⽤

申込フォーム

ではない⽅も、お気軽にご参加ください。

わる皆様にお役⽴ていただける RefWorks
の便利な機能をご紹介いたします。

NPA を知るシリーズ ①

社内の文献情報、製品情報を
一括管理できる
クラウド型データベース NPA まるわかり


NPA を知るシリーズ ③

NPA を知るシリーズ ②
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自社データベースと NPA や
文献電子配信サービス Article Direct の
連携利用のご紹介
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企業で⽂献を電⼦化して利⽤をお考えの⽅、社内

企業ですでに⾃社でデータベースを利⽤されている⽅

で利⽤されているデータベースや管理⽅法の⾒直

を対象に、サンメディアが提供している⽂献電⼦配信

しをお考えの⽅を対象に、クラウド型データベー

サービスとの連携した利⽤⽅法をご紹介いたします。

ス NPA の特徴や導⼊までのステップをご紹介いた

豊富な対象誌から迅速に必要な⽂献を利⽤できますの

します。

で、⽂献電⼦化の管理・費⽤低減をお考えの⽅は是⾮
申込フォーム

二次情報データベースとの連携や
自社製品関連情報の収集から
文献の顧客提供まで
NPAを軸にしたご利用のご紹介

ご参加ください。
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サンメディアの SMART Solutions（学術⽂献の調査・
⼊⼿・利⽤のための最適なソリューション）を知り
たい⽅を対象に、NPA を軸にした⾃社製品関連情報
の収集や、医療⽤医薬品の販売情報提供活動に関す
るガイドラインに基づいた⽂献提供の運⽤、⼆次情
報データベースの検索結果から NPA に保管する⽂献
を利⽤する使い⽅をご紹介いたします。

申込フォーム

PubMed ワンポイントセミナー

検索・SDI・インデキシングサービス

『PubMed のキーワード
MeSH の活用』
活用』
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学術情報の発見・収集・入手・効率的
手・効率的
活用 トータルサポートのご紹介
介


PubMed のキーワード（MeSH）の特徴と使
い⽅を、実例を交えながらワンポイントセミ
ナーとしてご紹介いたします。

申込フォーム

申込フォーム
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学術情報の発⾒・収集・⼊⼿・効率的活⽤まで、
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申込フォーム

Research Solutions の各種サービス（検索・
SDI・インデキシングサービス等）による、
トー
タルサポートサービスをご紹介いたします。

※ショートセミナー毎にお申し込みが必要です。複数のセミナーに⼀度にお申し込みをご希望の場合はメール（event@sunmedia.co.jp）でも承っております。
※お申込みいただいた⽅には、後⽇動画をご覧いただける
お申込みいただいた⽅には、後⽇動画をご覧いただける URL もお送りします。
もお送りします。当⽇ご都合が合わない⽅もぜひお申し込みください。
※開催⽇が過ぎてしまっていても、11 ⽉中にお申し込みいただければ動画をご覧いただける URL をお送りします。
Content Solutions Company

株式会社サンメディア

e-mail︓ event@sunmedia.co.jp

〒164-0012 東京都中野区本町 3-10-3 PORT ビル

Tel︓03-3299-1575

Fax︓ 03-3374-1410

