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What’s New
◆Book Purchase Request / 図書購入希望
Book purchase request
(APPLICATION FOR ACADEMIC YEAR 2021)

2021 年度図書購入希望募集について

GRIPS students may request the purchase of books related to
policy studies to add our library’s collections.

図書館では学生の皆様から図書購入希望を受け付けています。
申込方法： マイライブラリからお申し込みください。
申込締切： 2022 年 1 月 14 日（金）
＊それ以降は、2022 年 4 月以降の検討となります。

How to request: Apply from MyLibrary.
The request deadline: January 14, 2022
*After this date, we can not order the books until April 2022.
Please be sure that the following materials will not be accepted:
materials which the Library already holds in its collection, test-preparation or language study books, journals, e-journals and databases
We may be unable to meet your request for reasons such as the material
is out of stock or print, or the price is exceeding the budget.
Thank you for your cooperation.

なお、すでに所蔵している図書、各種資格試験や語学学習本、雑誌、データ
ベース等は対象外とさせていただきます。
在庫や予算の状況等によりお応えできない場合もございます。
あらかじめご了承ください。
皆様のご要望をお待ちしております。

* * *
◆2021.12 - 2022.1
Database trials /データベーストライアル
If you access from outside GRIPS (“Off Campus Access”), please log in Ezproxy first.
学外からアクセスする場合は、Ezproxy にログインしてからご利用ください。
Database

Coverage & Access

Period

WestlawNext

2021.12.72022.1.31

This database covers legal resources and public records information.
Please refer to “News” for details.
米国法を中心としたデータベース。詳細は「ニュース」をご参照ください。

Oxford Bibliographies

2021.12.72022.1.31

Oxford Bibliographies delivers selective guides to the most important scholarly and
scientific literature in major fields of study. Please refer to “News” for details.
各分野の専門家が各研究トピックに最適な文献等を厳選して紹介するオンライン文献ガ
イド。詳細は「ニュース」をご参照ください。
* * *

◆GRIPS Repository / GRIPS リポジトリ
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 for the details.
If you wish to deposit your research outcomes in the GRIPS
IR, feel free to contact the GRIPS Library.
Recently added Research Paper
Memorandums of Mr. Takanori Kazuhara, former Director of
the Office of Disarmament Affairs, Ministry of Foreign Affairs
United Nations Bureau, have been added to "数原孝憲オーラ
ル・ヒストリー（元駐アイルランド大使、元国連局軍縮室長）".

政策研究大学院大学学術機関リポジトリは、学位論文、ディスカ
ッション・ペーパーを中心に本学の教育研究活動の成果を発信し
ています。詳細はリポジトリのサイトをご覧ください。
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。
最近追加された研究報告書
「数原孝憲オーラル・ヒストリー(元駐アイルランド大使、元国連局軍
縮室長)」に、同氏の軍縮室長時代のメモ帳を追加しました。

* * *
◆Problem regarding library e-mail address / 図書館メールアドレスの障害について
Regarding library e-mail address "liborder grips.ac.jp ", some problems about sending and receiving emails have been reported.
For the time being, please contact "liborder grips.ac.jp" if you have any inquiries to the library.
現在、lib grips.ac.jp のメールの送受信ができない状況です。当面の間、図書館にご連絡いただく場合は、liborder grips.ac.jp 宛てにご
連絡ください。
* * *
Library hours and services will be changed depending on the situation. We’ll notify you if there are any
changes. Please also see Library News for latest information on library services.
開館時間やサービス内容は状況によって変更する可能性
があります。その場合は、改めてお知らせいたします。
図書館ニュースもご確認ください。
* * *
バックナンバー / Back issues available at
http://www.grips.ac.jp/main/lib/category/info/newsletter/
ご意見・ご感想は / For feedbacks liborder grips.ac.jp

