
 
 

  

◆Announcing the EBSCOhost Database Training Session on Monday, October 29, 2018. 

◆2018年 10月 29日（月）、EBSCOhostデータベース講習会を開催します。 

EBSCOhost Database Training Session 
 

EBSCOhost is a powerful online reference system for searching for various kinds of materials, such as journal articles, book 
reviews and e-books. EBSCOhost allows you to access several databases in a single interface. 

EBSCOhostは雑誌記事、書評、電子書籍などを一つのインターフェイスで検索することができる情報検索ツールです。 

 Date: Monday, October 29, 2018 Time: 12:15-13:15  

 Venue: Research Meeting Room 4A, 

4th floor 
Language: English  

 What to bring: Laptop, lunch How to Apply: Send an e-mail to: 

lib@grips.ac.jp 

 

The instructor will introduce the databases and useful tools available in the databases, and give tips for searching. 

We look forward to seeing you there!  

 

Introducing  

  “MyLibrary”  
マイライブラリのご紹介 

 

 “MyLibrary” is a very useful tool for managing your library 
usage status and for requesting the library services. Log in to 
MyLibrary with your GRIPS ID & password via the Internet 
from any location. The following functions are available 
without visiting the library. 

 1. Renew your borrowed books. 
 2. Reserve materials that are on loan to another user. 
 3. Apply for inter-library loans (ILL). 
 4. Request that the library purchase books (students only). 

Log in from the library website, OPAC or via GRIPS Gateway. 
See the library leaflet or visit the library website for details. 

https://glib.grips.ac.jp/mylimedio/loginPage.do?lang=en 

マイライブラリは図書館の利用状況の管理や各種リクエストができる

便利なツールです。インターネットが使える環境ならばどこからでもロ

グインすることができ、図書館に来館することなく以下の手続きを行う

ことができます。 

 1. 借りている図書の更新 

 2. 他の利用者が貸出中の図書を予約 

 3. 他大学図書館からの取り寄せ（ILL） 

 4. 図書の購入希望 （学生のみ） 

図書館 HP、OPAC、GRIPS Gateway 等からログインすることができま

す。詳細については図書館に置いてある「マイライブラリの使い方」

か、図書館 HPをご覧ください。 

 https://glib.grips.ac.jp/mylimedio/loginPage.do?lang=ja 

 

Off-Campus Access 

 

Most of the elecrtronic journals and online databases that the library 
subscribes to are accessible from off-campus or from your own 
computer (log in to SSL-VPN with your GRIPS ID & password). 
Access is also available via the library website. 
*If you have any trouble with using e-resources via VPN, please use the shared PCs on 
campus. 

図書館で契約している電子ジャーナルやデータベースのほとんどは SSL-

VPNに接続することにより学外やご自身のパソコンから利用することができ

ます。図書館 HP から GRIPS ID とパスワードでログインしてください。 
＊VPN経由での電子リソースの利用に問題がある場合は、学内の共有PCをご利用ください。 

 

 

 
 

 
 

What’s New 
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