
 
 

  

Training Session: Scopus & Mendeley （English/英語） 

The GRIPS Library is going to hold a training session with a guest instructor from  Elsevier Japan K.K.  
The instructor wil l introduce the databases and give some tips for searching. The session wil l be held in English.  

Date: Thursday, November 7 Time: 16:40-18:10 

Venue: Meeting Room 1A, 1st floor Language: English 

What to bring: Laptop Registration: Please send an e-mail ( lib@grips.ac.jp ) 

 
 

Upcoming databaese training sessions (English) 今後のデータベース講習会 （英語） 開催予定 

Nexis Uni Monday, November 18    12:15-13:15 (Lunch time) 

 
 

GRIPS Repository : make your research 
more visible and accessible 

GRIPS リポジトリで研究成果をオープンに 

 
 
 

The Institutional Repository at GRIPS (GRIPS IR) provides 
open access to outcomes created through education and 
research activities at GRIPS: mainly doctoral dissertations and 
discussion papers. Please visit GRIPS IR! 

 

・Materials deposited in the GRIPS IR can be searched with 

online search tools such as Google, and will be more accessible. 

・Materials with full-texts will be assigned a DOI, i.e. a global 

and permanent identifier assigned to any digital object. You can 
use a DOI link when you are writing a reference list. 
 
If you wish to deposit your research outcomes in the GRIPS IR, 
feel free to consult the GRIPS Library.  
*No application is required for doctoral dissertations and discussion papers. 

GRIPS 学術機関リポジトリでは、学位論文、ディスカッション・

ペーパーを中心に、GRIPS における教育研究活動の成果を蓄

積・公開しています。ぜひリポジトリのサイトをご覧ください。 

 

・リポジトリに登録した成果は、Google その他様々な検索ツー

ルからの検索が可能となり、可視性が高まります。 

・登録コンテンツには、DOI（電子的学術コンテンツの国際的か

つ永続的な識別子）を付与していますので、引用文献を記述す

る際にもご利用いただけます。 

 

リポジトリ登録を希望する論文等の研究成果があれば、

GRIPS 図書館へご相談ください。（学位論文、ディスカッション・ペー

パーについては一括登録しているため、申請不要です。） 

 
 

If you can't find the materials you are looking for  

within GRIPS Library collections, you can: 
・Request an interlibrary loan (ILL) or document delivery  

to borrow it or obtain a photocopy of the journal article  
from other libraries. 

 

・Submit a book purchase request to add it to the  

GRIPS Library’s collection. *Students only 
 

・Visit other libraries (JICA Library, United Nations University 

(UNU) Library, Disaster Management Library).  

*Please consult with the GRIPS Library staff in advance. 

探している資料が GRIPS 図書館にない場合 

・資料の取寄せ（ILL）： 他の図書館から図書の現物や雑誌論文の複写を 

取寄せることができます。 *雑誌は借りられません。 

My Library からお申し込みください。 
 

・図書購入希望：    GRIPS 図書館の蔵書として購入を希望する図書の 

*学生のみ      リクエストを受け付けています。 

                My Library からお申し込みください。 
 

・他館の訪問利用：  JICA 図書館、国連大学ライブラリー、 

防災専門図書館など 

                     *事前に GRIPS 図書館へご相談ください。 
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