
 

 

             

 
 

GRIPS Discovery Service is now available 
 

GRIPS Discovery Service is an online research tool that 
enables you to search GRIPS subscribed e-journals, e-books, 
databases and other open access resources through a single 
search box. Search results provide full-text links if available. 
There’s a search box for GRIPS Discovery Service and a link to 
the Advanced Search on the Library home page. 
 

Search tips:  

・The Library’s print collections are not included in the 

Discovery Service. For print journals and books, please use 
the GRIPS OPAC. 

・When your are looking for a specific journal article, select 

Discovery Service tab and search by the title of the article. 

・If you are looking for GRIPS subscribed e-journals  

by title, 'E-journals/E-books search' may work better. 
 

【Off-Campus Access】*Including when accessing via GRIPS Wi-Fi 

Most of the GRIPS subscription online-resources can be accessed from 
off-campus via SSL-VPN service. For off-campus access, please log-in 
SSL-VPN first. 

文献検索ツール「GRIPS Discovery Service」の利用開始 
 

2019 年 4 月より、文献検索ツール「GRIPS Discovery 

Service」の利用を開始しました。GRIPS で契約している電子

ジャーナル、電子ブック、データベースやオンラインで公開されて

いる学術的コンテンツをまとめて検索できるツールです。本文が

利用できるものもあります。図書館ウェブサイトのトップページ

や、詳細検索ページからご利用ください。  
 
 

[検索時の注意点 ] 

*GRIPS 図書館所蔵の紙媒体の図書、雑誌は検索できま

せん。GRIPS OPAC（蔵書検索）で検索してください。  
 

*特定の論文を検索する場合は、Discovery Service で  

論文タイトルから検索することができます。  
 

*GRIPS で契約している電子ジャーナルの雑誌名から探す  

場合、トップページから「電子ジャーナル・電子ブック検索」を

使うと、検索結果の絞り込みが簡単にできます。  
 

【学外からの利用について】*学内Wi-Fi 経由でご自分の PC を使用する場合を含む 

最初に学外アクセスサービス（SSL-VPN）にログインしてからご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIPS Discovery Services & EBSCO 

データベース講習会（日本語）開催のお知らせ  
GRIPS Discovery Service & EBSCO databases training session (in Japanese) 

日経テレコン 21講習会（日本語） 開催のお知らせ 

Training session for Nikkei Telecom 21 (in Japanese) 

EBSCO から講師を招き、実習形式で行います。 

さまざまなオンラインリソースを包括的に検索できる GRIPS 

Discovery Services と、EBSCO host（総合分野を網羅した

Academic Search Premier、経済学研究に有益な Econlit が検索で

きるデータベース）の検索方法を説明します。 

今月導入したばかりの Discovery Services については、初めての 

講習会です。皆様のご参加をお待ちしています。   
 

日時： 4 月 22 日（月） 12:15-13:15 （ランチ持込可） 

＊各自 PC を持参してください。 

場所： 会議室 4A (4 階) 

申込方法： E メール (宛先： lib@grips.ac.jp) 

*件名「EBSCO 講習会参加申込」、 

本文に GRIPS ID と氏名を明記してください。 

申込締切： 4 月 18 日（木） 
 

 

データベース提供元の講師による実習形式の講習会です。 

日経テレコンの効率的な検索方法を学びます。ぜひご参加ください。

日時： 5 月 10 日（金） 12:15-13:15 （ランチ持込可） 

＊各自 PC を持参してください。 

場所： 会議室 4A (4 階) 

申込方法： E メール (宛先： lib@grips.ac.jp) 

*件名「日経テレコン講習会参加申込」、 

本文に GRIPS ID と氏名を明記してください。 

申込締切： 5 月 8 日（水） 

 

 

《今後のデータベース講習会スケジュ－ル（日本語）》  ※参加申込は後日受付開始 
Upcoming training sessions (in Japanese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 24 日（金）12:15-13:15 
Westlaw Japan 

 

6 月：Scopus / Mendeley  
 

7 月：LexisNexis Academic 
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Library closure during national holidays  

4・5月の大型連休に伴う休館のお知らせ 

The Library will be closed from 28 April to 6 May for 
national holidays. You can return GRIPS materials to the 

drop box located outside the library during this period. 
Please do not put Interlibrary Loan (ILL) books from other 
libraries in the drop box. 

5 月 10 日  日経テレコンデータベース講習会 

5 月 24 日  WESTLAW JAPAN 講習会 

4 月 15 日 「文献探索の基礎」講習会 

4 月 22 日 EBSCO データベース講習会 

図書館は 4/28（日）から 5/6（月）まで休館いたします。 

ご不便をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。 

休館中、GRIPS 所蔵図書は館外ブックポストへ返却できます。 

＊他館の ILL 借用資料は投函しないでください。 

What’s New 

GRIPS Discovery Service 

Advanced search (Discovery Service) 

詳細検索 (Discovery Service) 

E-journals/ 
E-books search  

電子ジャーナル・

電子ブック検索 

OPAC 

【日経テレコン 21 について】  「日本経済新聞」「日経産業新聞」「日経

MJ（流通新聞）」「日経金融新聞」など日経各紙や全国紙、47 都道府県の

新聞、専門紙などの記事検索のほか、国内外の企業情報や人物情報 

など膨大なデータベースから幅広いビジネス情報を検索できます。 

日本経済新聞は 1981 年 10 月より全文収録されています。 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&type=0&authtype=ip,guest&custid=s6806731&groupid=main
http://glib.grips.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?lang=en
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s6806731&groupid=main&site=eds-live&direct=true&db=edspub&lang=en&scope=site&plp=1
http://www.grips.ac.jp/main/lib/
http://www.grips.ac.jp/main/lib/
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&scope=site&type=0&authtype=ip,guest&custid=s6806731&groupid=main&lang=ja
http://glib.grips.ac.jp/mylimedio/search/search-input.do?lang=ja
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,guest&custid=s6806731&groupid=main&site=eds-live&direct=true&db=edspub&lang=ja&scope=site&plp=1
mailto:lib@grips.ac.jp
mailto:lib@grips.ac.jp

