
 
 

 

 

 

図書館資料返却のお願い 

 3 月修了予定の方は、貸出中の全ての資料を必ず返却してくださ

い。 

返却期限日： 3月 7日（金） 

図書館閉館時は図書館入口前の階段下にあるブックポストに返却 

してください。 

 【修了後の図書館の利用について】 

修了後も GRIPS図書館を利用することができます。 

一部の資料を除いて貸出ができます。  

詳しくは⇒ http://www.grips.ac.jp/main/lib/alumni-j.html 

 

Call for returning materials on loan 

 Please be sure to return all materials on loan to the library. 

Due Date: March 7th, Friday 

There is also a red drop-box available outside the  entrance for 
returning books when the library is closed 

 

*  *  * 

 

 

*2014.2. 

 LexisNexis Academic Training Session was held on Jan.27. 

1月 27日に LexisNexis Academicデータベース講習会が開催されました。 

From the questionnaire we received from the participants, we found that many students are having difficulties in 
using databases. In this issue, we will introduce the reference guides of frequently-used databases. All of the 
below databases are available from the library’s website’s “Online Database” page. 

当日実施したアンケートで、講習会を開催してほしいとの要望が多かったものや、利用頻度の多いデータベースのレファ

レンスガイドをご紹介します。いずれも図書館ウェブサイトの「オンライン・データベース」からアクセスできます。 

 

*  *  * 

 

<<LexisNexis Academic>> *Available inside GRIPS or via SSL-VPN 

 Various training materials are available at LexisNexis’ website. 

 LexisNexis® Academic YouTube™ training videos shows the introduction to the database. 
LexisNexis Academic Curriculum Guides are useful for learning how to search for particular sources. 

**We have some copies of material we used at the last training session available at the library. 

 LexisNexisのサポートページには日本語版のマニュアルが掲載されています。 

概要のほかに、ニュース情報やビジネス情報など、分野別のマニュアルもあります。 

 

What’s New 

3月で修了される方へ  

Notice to students graduating in March 
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http://www.grips.ac.jp/main/lib/alumni-j.html
http://www.lexisnexis.com/en-us/products/lexisnexis-academic.page#ResourcesTraining
http://www.youtube.com/user/LexisNexisAcademic
http://wiki.lexisnexis.com/academic/index.php?title=Curriculum-Based_Research_Guides
http://www.lexisnexis.jp/ja-jp/support/resources/lexis-academic.page
http://www.lexisnexis.jp/pdf/AcademicNewsSearch.pdf
http://www.lexisnexis.jp/pdf/Academic_News_Business_Case.pdf


<<EBSCOhost Integrated Search (EHIS)>> *Available inside GRIPS or via SSL-VPN 

 

EHIS allows you to cross-search the online journals and databases which GRIPS library 
subscribes to at one time. The results retrieved from EBSOhost(Academic Search Premier 
and Econlit) has direct links to full text, and the others contain links to the databases which the 
articles are included. 

 EBSCOhost Integrated Search Tutorials are available on YouTube (7 min.) or Microsoft PowerPoint.  
Tutorials for <<EBSCOhost>> are also available at EBSCO Support site. 

 EHIS は EBSCOhost に含まれるデータベースと、図書館で契約している他社の電子ジャーナルやデータベースなどを

同時に検索できるシステムです。サポート・センターのホームページの「ユーザーガイド」で EHIS や、EBSCOhost、

eBooksの日本語マニュアルをダウンロードすることができます。 

 

<<SCOPUS>> *Available inside GRIPS or via SSL-VPN 

 

Scopus is a citation and abstract database of peer-reviewed articles in science, technology, 
medics, and social science. The OPAC is linked from individual articles’ page. 

 A quick guide is available here. 
The Training Desk provides video tutorials for various topics. 

 Scopusは、科学・技術・医学・社会科学・人文科学分野の論文の引用情報と抄録を検索できるデータベースです。 

利用者向け使い方ガイドにはクイックレファレンスガイドの他に、オンライン講習会も紹介されています。 

 

<<IMF eLIBRARY>> *Available inside GRIPS or via SSL-VPN 

 

You can browse or build your own query of data included in the following datasets. 

>International Financial Statistics (IFS) 
>Balance of Payments Statistics (BOPS) 
>Direction of Trade Statistics (DOTS) 

>Government Finance Statistics (GFS) 
>Trade and Investment 

 **User guides are available at help page 

国際通貨基金（IMF）が作成する各種統計データの閲覧や、分析を行うことができるデータベースです。 

Helpページに各種マニュアルが掲載されています（日本語版はありません）。 

 

<<World DataBank>> *FREE 

World Databank is a free online web resource which provides data from more than 40 databases. You can browse 
or build your own queries, and create charts and maps. 
Tutorial (video) and FAQ are available. 

世界銀行が作成する各種統計データの閲覧や、分析、チャートや地図の作成を行うことができるデータベースです。 

Tutorial（動画）や FAQには詳細な使い方が掲載されています（英語のみ）。 

 

<<Westlaw Japan>>  *Japanese only  *図書館内のみ 

日本の法律情報総合データベースです。法令、判例、審決、法律文献情報などが過去から最新情報まで収録され、横断

検索が可能です。また、「判例タイムズ」の判例解説や、「東京大学ローレビュー」、京都大学「法学論叢」等の雑誌・紀要

の全文も収録されています。 

 *図書館スタッフによる代行ログインが必要です。利用を希望する際はカウンターにお越しください。 

クイックレファレンスで利用方法が解説されています。また、ログイン後のヘルプページには、FAQ や、それぞれの機能

の説明があります。 

 

*  *  * 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NR9FYBWkp2g&feature=plcp
http://support.epnet.com/uploads/CustSupport/UserDocumentation/EN_EHIS_Tut.ppt
http://support.epnet.com/training/tutorials.php
http://www.ebsco.co.jp/support.html
http://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0019/151525/scopus_quick-reference_guide_nov_2013.pdf
http://trainingdesk.elsevier.com/products/Scopus
http://japan.elsevier.com/scopussupport/index.html#user_guides
http://elibrary-data.imf.org/Help.aspx?p=DataExplorer
http://elibrary-data.imf.org/Help.aspx?p=DataExplorer
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://databank.worldbank.org/data/FAQ/Video/databank-tutorial-overview.html
http://databank.worldbank.org/data/FAQ/Html/DataBank-FAQ.html
http://databank.worldbank.org/data/FAQ/Video/databank-tutorial-overview.html
http://databank.worldbank.org/data/FAQ/Html/DataBank-FAQ.html
http://www.westlawjapan.com/pdf/user_g.pdf

