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Wiley Researcher 

Academy とは 

Wiley Researcher Academy 

は、研究者が論文を執筆・出

版する上で必要な知識やスキ

ルを総合的・体系的に学ぶた

めに開発された E ラーニング

ツールです。論文の書き方の

テクニックからオープンアク

セスや研究データ管理まで、

研究活動の段階に応じた学習

プログラムを自分のペースで

学び、身につけることができ

ます。 

 

詳細は下記サイト参照 

http://news.wiley.com/ 

wileyresearcheracademy 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先： 

長岡技術科学大学附属図書館 

lib-service@jcom.nagaokaut.ac.jp 
 

Wiley Researcher 

Academy 
トライアル参加者募集 

 

Wiley Researcher Academy のトライアルを実施します。 

参加希望の方は、申込フォームからお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ トライアル期間： 12 月 1 日～1 月 31 日 ※予定 

◆ 対象者： 本学の教職員、大学院生 

◆ 募集人数： 最大 50 名 

◆ 申込方法： 下記サイトからお申し込みください 

  ⇒ https://jp.surveymonkey.com/r/WRAtrial 

◆ 申込期限： 11 月 21 日（水） 

 

※設定のため、トライアル参加者の氏名およびメールアドレスを Wiley 社

に提供します。あらかじめご了承ください。 

※トライアル参加者向けの講習会を 12 月 12 日（水）に開催予定です。 

※トライアル終了後、アンケートにご協力ください。 

※トライアルは個別アカウントを使用するため、学外からでもアクセス可

能です。 
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About  

Wiley Researcher 

Academy 

Wiley Researcher Academy  is 

an online platform designed to 

deliver training on writing and 

publishing across the entire 

global research community. 

The aim of the Wiley 

Researcher Academy is to 

enable researchers to be more 

successful in getting their 

manuscripts accepted by 

quality, peer-reviewed journals, 

whether they are international 

or national titles and regardless 

of who publishes them. It 

supports both increased 

research outputs and higher-

quality submissions. 

 

See the following webpage 

for further details. 

    http://news.wiley.com/ 

    wileyresearcheracademy 

 

 

 

 

 

 

Contact： 

Nagaoka Univ. of Technology 

Library 

lib-service@jcom.nagaokaut.ac.jp 
 

Wiley Researcher 

Academy 
Recruiting of Trial Participants 

 

“Wiley Researcher Academy” is available for trial. 

If you wish to participate in this trial, please apply from the web 

application form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Trial period： Dec. 1, 2018 to Jan. 31, 2019  

◆ Eligible person： NUT faculty and students 

◆ No. of participants： Up to 50 people 

◆ How to apply： Please apply from the following. 

           ⇒  https://jp.surveymonkey.com/r/WRAtrial 

◆ Application deadline： Nov. 21（Wed.）, 2018 

 

※Please kindly note that we will provide the name and email address of this 

trial participants to Wiley for settings.  

※A seminar for trial participants will be held on Dec.12 (Wed.). 

※Please give us some feedback after this trial. 

※Participants can access this trial even from outside the campus. 


