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「文献探索の基礎」講習会
コース B. GRIPS 図書館所蔵資料の使い方

補足資料リスト
B1．資料の探し方
B2．マイライブラリの使い方
B3．ILL サービスのご案内
B4．講習会等の開催予定

GRIPS 図書館

2019/5

資料の探し方

資料 A1/B1

探したい分野やツー

特定の資料を探したい／探したい分野やツールが決まっている

ルが決まっていない
／幅広い情報から
探したい

Discovery Service で検索できるもの
資料のタイプとツール（一例）

電子ブック

図書・雑誌

Discovery Service

図書館 OPAC

・OPAC を除く様々な

＊論文名ではなく、

オンラインツールを

雑誌名で検索

雑誌論文

電子ジャーナル

電子ジャーナル・電子ブック検索

国会図書館

GRIPS

GRIPS

デジタル化資料

博士論文

修士論文

NDL

GRIPS

図書館備付

デジタル

機関リポジトリ

リスト（冊子）

日 CiNii Articles
日 IRDB

コレクション

英 EBSCOhost

一度に検索すること

英 Scopus
NO

が可能

全文リンクが見つかった

●インターネット公開

オンラインで入手

NO
全文リンク

YES

オンラインで入手

YES

●図書館送信資料

オンラインで入手

・学内から→そのままアクセス
・学外から→EZproxy にログインしてから
アクセス

（電子ブック）

オンラインで入手

館内利用

●電子ジャーナル・電子ブック
YES

全文リンク
NO

YES

カウンターで申込み

●オープン・アクセスの資料
→そのままアクセス

見つかった

YES

館内利用

（図書・雑誌）

●図書
タイトル、所在、請求記号をメモして探しに行く。
貸出冊数：30 冊 / 貸出期間：1 ヶ月
NO

＊貸出中の場合は MyLibrary で予約

●雑誌
排架はタイトルの五十音順（和）、アルファベット順（洋）。
貸出は不可。

学外の図書館の所蔵を探す（一例）

CiNii Books

NDL サーチ

国内の大学図書館の所蔵

国会図書館、公共図書館の所蔵

NO

所蔵がある
YES

YES

購入希望 【学生のみ】
図書館の蔵書として購入をリクエスト
MyLibrary から申込み

取り寄せる（ILL） *裏ページ参照
MyLibrary から申込み
●図書の場合【現物貸借】
他の図書館から図書を一定期間借りる
（貸出期間・条件は各機関により異なる）
●雑誌の場合【文献複写】
雑誌自体を借りることはできないため、
論文のコピーを取り寄せる。

訪問して利用する
●国会図書館→身分証を持参
●他大学図書館→紹介状が必要な場
合があるため、図書館カウンターに相談

館内利用
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資料B2

マイライブラリの使い方
マイライブラリでできること
⚫ 貸出状況の確認
貸出中の図書や返却期限を確認できます。

⚫ 貸出延長
貸出中の図書に予約が入っていなければ貸出期間の延長ができます。

⚫ 予約
他の利用者が借りている図書に予約をすることができます。

⚫ 資料の取り寄せ（ILLサービス）
図書館にない資料や文献を他大学等の図書館から取り寄せることができます。

⚫ 図書の購入希望
大学での学習・研究に必要な図書を購入希望としてリクエストすることができます。

⚫ ブックマーク
OPACの検索結果をブックマークに登録し、リストを作成することができます。
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1. ログイン
ログイン画面
⚫ ログイン方法： GRIPS ID とパスワードで ログインしてください。
⚫ ログイン画面には、OPAC や図書館サイト、G-way内のMyLibraryリンク
からアクセスできます。

https://glib.grips.ac.jp/opac/ja/user/login

メインメニュー

借用中の資料
貸出中の図書の確認と、
貸出期間の延長ができ
ます。

お知らせ
貸出中の図書、予約した
図書、ILLや購入希望を申
し込んだ資料についての
お知らせが表示されます。

新規申し込み
図書館にない資料の取り
寄せ、購入希望を申し込
むことができます。

ブックマーク

入手待ちの資料

OPACの検索結果をブッ
クマークに登録し、リスト
を作成することができま
す。

予約した図書、ILLや購入
希望の申し込みについて、
状況の確認や取り消しが
できます。
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1

2. 予約
⚫ OPACの検索結果リスト画面や詳細画面で『予約』をクリックし、画面の指示に従って予約してください。

予約

入手待ち資料の状況確認／取り消し
⚫ マイライブラリメニューから「入手待ちの資料」を表示し、予約した図書、ILLや購入希望の申し込みについ
て、状況を確認することができます。
⚫ 『予約取消』『依頼取消』 が表示されている場合は、クリックすると取り消すことができます。

予約取消
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3. 貸出状況の確認
⚫ マイライブラリメニューから「借用中の資料＞図書館から借りている資料」を表示し、貸出中図書のリストと
返却期限の確認、貸出期間の延長ができます。

貸出延長
⚫ 延長する図書の『延長する』 をクリックします。予約が入っていなければ、その日から1ヶ月、2回まで延長
することができます。
⚫ 返却期限を過ぎると、新たな貸出・延長ができません。
⚫ マイライブラリでの延長は2回までです。それ以降は図書館カウンターに図書をお持ちください。
※新型コロナ感染症対応期間中は、2回を超えてマイライブラリで延長することができます。

現在の返却期限

延長する
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4. 1. 資料の取寄せ（ILLサービス）
⚫ 必要な資料が図書館にない場合、学外の図書館から文献複写や図書を取り寄せることができます。
⚫ マイライブラリメニューから「新規申し込み＞学外から取寄せ（文献複写）／学外から取寄せ（現物貸借）」
を表示します。文献や図書が特定できるよう必要事項を入力し、画面の指示に従って申し込んでください。
⚫ マイライブラリメニュー「入手待ちの資料」で、資料の状況確認や申込みの取り消しができます。
必要な事項
⚫ 文献複写： 論文名、著者名、巻号、出版年など
⚫ 現物貸借： 書名、著者名、出版社、出版年、版など

文献複写

現物貸借

この内容
で依頼

この内容
で依頼
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4. 2. 資料の取寄せ（ILLサービス）
自動入力
⚫ OPAC詳細検索で［他大学所蔵］にチェックを入れて検索すると、図書館で所蔵していない資料も検索する
ことができます。
⚫ 検索結果画面で『ILL依頼』ボタンを押すと、基本的な書誌事項が自動で入力されます。文献や図書が特
定できるよう必要事項を追加し、画面の指示に従って申し込んでください。

誌名等の自動入力
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5. 1. 図書の購入（学生のみ）
⚫ 学習・研究に役立つ図書や必要な図書がある場合は、購入希望としてリクエストすることができます。検
討の上、図書館の蔵書として購入します。
⚫ マイライブラリメニューから「新規申し込み＞図書購入希望」を表示します。購入を希望する図書の情報と
［希望理由］を入力して、確認に進んでください。
⚫ マイライブラリメニュー「入手待ちの資料」で、資料の状況確認や申込みの取り消しができます。
※すでに所蔵している図書の複本は受け付けません。
※各種資格試験対策・語学学習本は受け付けません。
※雑誌、電子ジャーナル、データベースは対象外です。

この内容
で依頼
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5. 2. 図書の購入（学生のみ）
自動入力
⚫ OPAC詳細検索で［他大学所蔵］にチェックを入れて検索すると、図書館で所蔵していない資料も検索する
ことができます。
⚫ 検索結果画面で『購入希望』ボタンを押すと、書誌事項が自動で入力されます。書誌事項を確認し、［希望
理由］を入力して、画面の指示に従って申し込んでください。

書名等の自動入力
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ILL サービスのご案内

資料 B3

ILL（Inter-Library Loan）とは
本学の図書館で所蔵していない図書や文献を、他の図書館等から取り寄せることが出来ます。

サービス内容
文献複写 雑誌論文等のコピーを取り寄せることができます （雑誌を借りることはできません）。
コピーの取り寄せは著作権の範囲内で可能です。
現物貸借 図書を取り寄せ、一定期間借用することができます。

申し込み方法
MyLibrary からお申し込みください。
（別紙『MyLibrary の使い方』を参照）
※申し込みの前に
図書館で所蔵していないか確認してください。
1. ＯＰＡＣで所蔵を調べる。
2. オンライン・データベースを調べる。
3. インターネット上に本文が公開されていないかを調べる。

料金について
資料取寄せにかかる費用は、調査研究目的の利用に限り、原則的に図書館が負担します。
但し、下記に該当する場合は、個人負担とします。
１） 速達希望（速達料金だけでなく、料金全額を個人負担）
２） 本学で閲覧可能な資料（WEB 利用、館内利用含む）の依頼

申し込みした後は・・
到着までに約 1 週間かかります。資料到着後、図書館からメールが届きます。
図書の場合、利用期間は相手館の利用規則に従います。通常郵送期間を含めて 2～4 週間程度です。
学内で利用してください。また、相手館から利用が制限（本学図書館からの持ち出し禁止、複写不可など）される場合があ
ります。利用後は必ずカウンターに返却し、返却期限は厳守してください。

関連するその他のサービス
［他大学図書館等の利用］
GRIPS 図書館で所蔵していない資料を、所蔵している他大学等の図書館を直接訪問して、資料を閲覧すること
ができます。
訪問の際には事前連絡と図書館が発行する紹介状が必要な場合があります。
各機関によって利用条件が異なりますので、詳しくはカウンターでお問い合わせください。
ＪＩＣＡ図書館、国連大学図書館、防災専門図書館は、直接行って図書を借りることができます。
図書や論文が見つけられない場合は、図書館で調査します。
その他、図書館の利用について不明な点があれば職員にお尋ねください。
お問合せ ：lib@grips.ac.jp

資料A6, B4

講習会等の開催予定
日にち
時間
内容
4/12（月）、 20（火） 12:15-12:45 図書館バーチャルツアー
4/15（木）、 16（金） 12:15-13:15 文献探索の基礎

4/22（木）

GRIPS Discovery Service &
12:15-13:15 EBSCOhost

5/10（月）
5/28（金）
5月、7月
6/23（水）

12:15-13:15 日経テレコン21
12:15-13:15 Westlaw Japan
Scopus & Mendeley
12:15-13:15 Nexis Uni

•
•

講習会はオンラインで実施します。
Scopus & Mendeleyは、エルゼビア社の定期開催ウェビナーです。
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