
 
 

  
Faculty Publications Section 教員著作コーナー 
The Library's Faculty Publications display has been updated 
with the following books (available for check-out).  

以下は最近追加された著書の例です（貸出可）。 

【Doctoral dissertations】 

2018年博士論文  

 
Doctoral dissertations  
completed at GRIPS in 2018 
have been added to the  
Library's collection. 

2018年博士論文を図書館に配架 

しました (一部の論文を除く)。  
 
The dissertations are also 
available online in the GRIPS 
Institutional Repository.  

GRIPS学術機関リポジトリにも 

オンライン公開されました。 

https://grips.repo.nii.ac.jp/ 

【e ラーニング情報】 

総務省のデータサイエンス・ 

オンライン講座 無料開講中 

「誰でも使える統計オープンデータ」 

 

[ 講座内容 ]  

・政府統計の総合窓口 e-Statを 

使ったデータ分析 

・公的統計データの使い方 

・統計 GISの活用 

・統計オープンデータの高度利用 

 (統計 API) 

 

http://gacco.org/stat-japan3/ 
 

＊入門編 「社会人のための 

データサイエンス入門」も開講中 

Takatoshi ITO, Senior Professor / 伊藤隆敏 特別教授 

Managing currency risk: how Japanese firms choose 
invoicing currency / by Takatoshi Ito [et al.] (338.954 I89) 

XING, Yuqing, Professor / シン・ユーチン 教授 

Middle class, civil society and democracy in Asia /  
edited by Hsin-Huang Michael Hsiao (312.23 X) 

田中明彦 学長、白石隆 名誉教授 

北朝鮮核危機とトランプ政権 / 五百旗頭眞編 (激動のアジア太 

平洋を生きる: 熊本県立大学国際シンポジウム 2) (319.1021 I61) 

飯尾潤 教授 

民主政とポピュリズム: ヨーロッパ・アメリカ・日本の比較政治学 

/ 佐々木毅編著 (313.7 Sa75) 

 

Book Purchase Request 図書購入希望 受付中 

We welcome students’ suggestions for book purchases to add 
to the library’s collection. All suggestions will be considered 
based on our collection development policy. Please apply from 
MyLibrary to request specific titles. 

Request deadline : Tuesday, January 15, 2019 
*Any requests received affter the deadline will not be processed 
until April 2019. 

・Requests for journals and electronic resources cannot be accepted. 

・Due to budget constraints or availability, we cannot guarantee the 

item will be purchased. 

図書館では、政策研究に関する、学習・研究に必要な図書の 

購入希望を学生の皆様から受け付けています。購入のご要望が

あった図書は、検討の上、図書館の蔵書として購入いたします。 

マイライブラリからお申し込みください。 

申込締切： 2019年 1月 15日（火） 
＊締切日以降のご要望は、2019年 4月以降の検討となります。 

・電子ブックや雑誌、データベース等は対象外です。 

・在庫や予算の状況等によりお応えできない場合もあります。 

 

United Nations University (UNU) Library  国連大学図書館の訪問利用について  

UNU Library is one of the reciprocal libraries. GRIPS faculty 
and students have borrowing privileges as well as access to  
e-resources, including OECDiLibrary, World Bank eLibrary,  
IMF eLibrary and UN Statistical Databases. 
 
*Please consult the library staff before your visit 
* UNU Library card required for borrowing. Please apply for the  
card at the GRIPS Library counter 
(Book loan allowance : 5 items ; Loan period: 4 weeks) 

 UNU Library  

・Location: 5-minute walk from Omotesando subway station  

・Opening hours : 10:00 – 13:00 & 14:00 – 17:30 

・Closed on Wednesdays, Saturdays, Sundays and  

UNU official holidays   
 https://library.unu.edu/ 

協定により、GRIPS の教員・学生は国連大学図書館を訪問し

て図書を借りられます。電子ジャーナル、データベース 

（World Bank eLibrary, OECD Library, IMF eLibraryなど）

も利用可能です。GRIPS契約外のリソースがあります。 

 

＊訪問ご希望の場合は、事前に GRIPS図書館カウンターで 

利用手続き等ご相談ください。 

＊貸出には訪問前に GRIPS 図書館で利用カードの申込・受取が

必要です。（貸出冊数：5冊 貸出期限：4週間） 

 国連大学図書館  

・アクセス：東京メトロ表参道駅より徒歩 5分 

・開館日時：月・火・木・金 10:00-13:00, 14:00-17:30 

(閉館日：毎週水・土・日、国連大学の休日、年末年始等) 

https://jp.unu.edu/about/unu-services/library#overview 
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