
1

図書館
ガイダンス

2022.4

GRIPS図書館
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図書館サービスでできること
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⚫学習・研究に必要な資料の利用／入手

⚫利用方法： 資料タイプにより異なります
・ GRIPSで利用できるもの

・ GRIPSで利用できないもの

ガイダンスの構成
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1.図書館ウェブサイト

2.GRIPSで利用できる資料の利用
a. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール
b. GRIPS図書館の所蔵資料
図書、雑誌、 GRIPS博士論文、修士論文

3.GRIPSで利用できない資料の利用
a. 学外図書館所蔵資料の取寄せ（ILL）
b. 図書購入希望の申込み

→要覧
p. 101-107 1. GRIPS図書館ウェブサイト
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http://www.grips.ac.jp/main/lib/

OPAC

データベース・
電子ジャーナル

マイ
ライブラリ

学外アクセス

利用案内

GRIPS
リポジトリ

電子ジャーナル・
電子ブック検索

図書館ニュース

GRIPS 
Discovery Service

図書館を初めて
利用する方

2. GRIPSで利用できる資料の利用
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a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール
i. 電子リソースと検索ツールへのアクセス

ii. 学外から／持込みPCからのアクセス

iii. 電子リソースの検索ツール

b. GRIPS図書館の所蔵資料
i. 利用案内

ii. OPACで図書館資料を探す

iii. マイライブラリによる予約、延長
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http://www.grips.ac.jp/main/lib/

データベース・
電子ジャーナル

i. 電子リソースと検索ツールへのアクセス
2. GRIPSで利用できる資料の利用 a. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール

http://www.grips.ac.jp/main/lib/
http://www.grips.ac.jp/main/lib/
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i. 電子リソースと検索ツールへのアクセス
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2. GRIPSで利用できる資料の利用 a. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール

データベース・電子ジャーナルページ

https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/

データベース・電子ジャーナルページ内の
リンクからアクセス

リンク GRIPS契約 アクセス方法

On Campus 契約あり 学内アクセス

Remote 契約あり 学外／持込みPCから
のアクセス

In Library 契約あり 図書館内利用のみ

Free 一般公開 フリー（一般公開）

On Campus

Remote

ii. 学外から／持込みPCからのアクセス
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→資料 1
2. GRIPSで利用できる資料の利用 a. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール

データベース・電子ジャーナルページ
https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/ 1. データベース・電子ジャーナルページ

「Remote」リンクからアクセスし、
学外アクセスサービス（EZproxy）
にログイン

・ EZproxyログイン中はブラウザURLに
”grips.idm.oclc.org”の表示

２． 終了時はブラウザを閉じるRemote

EZproxyログインページ

”grips.idm.oclc.org”
を含むURL

➢ 持込みPCを利用する場合は、「Remote」リンクか
らのアクセスが必要です。

➢ OPAC検索結果の電子ブックのリンクは学内アクセ
ス用リンクです。 学外／持込みPCからアクセスす
る場合は、リンクからアクセスして検索してください。

iii. 電子リソースの検索ツール
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1.電子ジャーナル・電子ブック検索
➢ GRIPS契約の電子ジャーナル、電子ブックを探す

2.GRIPS Discovery Service
➢ さまざまな学術的コンテンツをまとめて検索

3.各種データベース
➢ 検索対象に応じたデータベースを選択して検索

2. GRIPSで利用できる資料の利用 a. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール
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データベース・電子ジャーナルページ

https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/

On Campus

Remote

➢ 学外／持込みPCから利用
する際は、データベース・電
子ジャーナルページの
「Remote」リンクからアク
セス

1) 電子ジャーナル・電子ブック検索
2.a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール iii. 電子リソースの検索ツール

→資料 2

1) 電子ジャーナル・電子ブック検索
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GRIPS契約の電子ジャーナルや電子ブックをキーワードで検索したり、
出版物リストや分野ごとのリストから選択することができます。

➢学外／持込みPCから利用する際は、データ
ベース・電子ジャーナルページの
「Remote」リンクからアクセス

検索例：

“The age of sustainable development”

出版物の
候補

2.a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール iii. 電子リソースの検索ツール

検索結果

全文アクセス
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データベース・電子ジャーナルページ

https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/

On Campus

Remote

2) GRIPS Discovery Service(GDS）

➢ 学外／持込みPCから利用
する際は、データベース・電
子ジャーナルページの
「Remote」リンクからアク
セス

2.a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール iii. 電子リソースの検索ツール

https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/
https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/
https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/
https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/
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2) GRIPS Discovery Service(GDS）
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検索項目の指定
（キーワード、

タイトル、著者）

詳細検索へ
のリンク

⚫ GRIPS契約の電子ジャーナル、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文献検
索ツール。オンラインで全文が入手できるものもあります。

⚫ GRIPS図書館所蔵の図書、雑誌は検索できません

キーワードの候補
（人気の語句や出版物）

OPACで検索

→資料 3
2.a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール iii. 電子リソースの検索ツール

3) 各種データベース
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Database
Type of 
content Note

Full 
Text

EBSCO
host

Academic Search 
Premier

雑誌論文 多様な分野の論文情報と全文 ○

Econlit 雑誌論文 経済学分野の論文情報、抄録 ×

eBook 電子ブック 電子ブック ○

Scopus 雑誌論文

多様な分野の論文情報。抄録と引用
情報
（GRIPSで契約している雑誌については全
文閲覧が可能）

△

Global Newsstream ニュース
英字新聞を中心に、世界各地の新聞
を収録

○

データベースの選択：
目的や検索対象に応じて適切なものを選択

http://www.grips.ac.jp/main/lib/en/search/database/
データベース・電子ジャーナルリスト

→資料 4

➢ 学外／持込みPCから利用する際は、データベース・電
子ジャーナルページの「Remote」リンクからアクセス

2.a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール iii. 電子リソースの検索ツール
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データベース・電子ジャーナルページ

https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/

On Campus

Remote

➢ 学外／持込みPCから利用
する際は、データベース・電
子ジャーナルページの
「Remote」リンクからアク
セス

In Library

2.a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール iii. 電子リソースの検索ツール

3) 各種データベース 2. GRIPSで利用できる資料の利用
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a. GRIPS契約の電子リソースと検索ツール
i. 電子リソースと検索ツールへのアクセス

ii. 学外アクセスサービス（EZproxy）

iii. 電子リソースの検索ツール

b. GRIPS図書館の所蔵資料
i. 利用案内

ii. OPACで図書館資料を探す

iii. マイライブラリによる予約、延長

i.利用案内
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⚫開館時間 （新型コロナ感染症対応期間）

月 – 金 10:00 – 19:00

土 10:30 – 15:00

閉館日 日曜日、祝日、年末年始（12月28日-1月4日）

⚫注意事項
➢ 飲食、喫煙は禁止です。会話は控えめにしてください。

➢ 入館時、マスク着用と手の消毒を行ってください。

➢ 長時間の滞在はできません。（2時間以内）

⚫入館手続き：学生証を入館ゲート読み取り部にかざしてください。

最新情報は図書館
ウェブサイトで

2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料
→資料 5

i. 利用案内
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• カウンター
• 自動貸出機

参考図書

• 雑誌
• テキスト
• 博士論文／修士論文

一般図書

⚫館内図

2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料

・返却ポスト ・入口

http://www.grips.ac.jp/main/lib/en/search/database/
https://www.grips.ac.jp/main/lib/search/database/
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i. 利用案内
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2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料
→資料 4

⚫図書館バーチャルツアー

https://www.grips.ac.jp/main/lib/service/member/guidance/
図書館Webサイト＞図書館ガイダンスページ

オンラインツアー
もあります

i. 利用案内

「一般図書」や「企画図書」等の貸出ができます。

➢ 貸出できない資料
テキスト、参考図書、雑誌、新聞、博士論文、修士論文など

⚫貸出冊数・期間: 30冊 1ヶ月

⚫手続き: 図書と学生証をカウンターにお持ちください

➢ 新型コロナ感染症対応期間中は図書、複写物の郵送サービスも利用
できます。 (日本国内のみ対象）

➢ 延滞図書がある場合は新たな貸出や返却期限の延長ができません。

⚫返却
➢ 館外の返却ポスト、またはカウンターに返却してください。

20

貸出と返却

2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料
→資料 5

ii. OPACで図書館資料を探す

⚫ 主に冊子の図書館所蔵資料（図書や
雑誌）を検索することができます

➢ GRIPS博士論文／修士論文
はOPACでは検索できません
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OPAC
図書館ウェブサイト

➢ インターネット環境があればどこからでも検索できます

→要覧
p. 103-104

2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料

OPACトップページ

OPAC検索ページ

●検索結果の見方（図書）
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状況
貸出中（返却期限）
※状況が空欄なら貸出可能

所在と請求記号
一般書架に請求記号順に配架

予約（貸出中の場合）マイライブラリにログイン

書誌情報
タイトル、著者、出版情報

背ラベルに
請求記号

（図書の主題と配架場所
を示す）

検索結果

ii. OPACで図書館資料を探す

2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料 →要覧
p. 103-104
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書誌情報
タイトル、出版情報

所蔵巻号
欠号に注意

所在
雑誌コーナーに
タイトル順に配架

➢ 雑誌は館内利用のみ。 貸出はできません。
➢ 必要部分をコピーしてください。

検索結果

ii. OPACで図書館資料を探す

●検索結果の見方（雑誌）

2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料 →要覧
p. 100-101 iii. マイライブラリによる予約、延長
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https://glib.grips.ac.jp/opac/ja/user/login

⚫ログイン：GRIPS IDとパスワードでログイン
➢OPACや図書館ウェブサイト、G-Wayからアクセスできます。

⚫マイライブラリでできること

GRIPS図書館
所蔵資料の
利用

1.予約 他の利用者が貸出中の図書の予約

2. 貸出状況の確認 貸出中図書の返却期限等の確認

3.返却期限の延長 返却期限の延長（予約や延滞図書がな
い場合）

GRIPSで利用
できない資
料の利用

4.学外図書館所蔵資料
の取寄せ（ILL）

学外の図書館が所蔵する図書の借用、
文献コピーの取寄せの申込み

5. 図書購入希望 GRIPS図書館蔵書としての図書購入の
申込み

→要覧

p. 105-107

2. GRIPSで利用できる資料の利用 b. GRIPS図書館の所蔵資料
→資料 6

https://www.grips.ac.jp/main/lib/service/member/guidance/
https://glib.grips.ac.jp/opac/ja/user/login
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ガイダンスの構成
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1.図書館ウェブサイト

2.GRIPSで利用できる資料の利用
a. GRIPS契約の電子リソース、検索ツール

b. GRIPS図書館の所蔵資料

図書、雑誌、 GRIPS博士論文、修士論文

3.GRIPSで利用できない資料の利用
a. 学外図書館所蔵資料の取寄せ（ILL）

b. 図書購入希望の申込み

→資料 6
→要覧

p. 105-107

3. GRIPSで利用できない資料の利用
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⚫マイライブラリでできること

GRIPS図書館
所蔵資料の利

用

1.予約 他の利用者が貸出中の図書の予約

2. 貸出状況の確認 貸出中図書の返却期限等の確認

3.返却期限の延長 返却期限の延長（予約や延滞図書がな
い場合）

GRIPSで利用
できない資料
の利用

4.学外図書館所蔵資料
の取寄せ（ILL）

学外の図書館が所蔵する図書の借用、
文献コピーの取寄せの申込み

5. 図書購入希望 GRIPS図書館蔵書としての図書購入の申
込み

⚫ログイン：GRIPS IDとパスワードでログイン
➢OPACや図書館ウェブサイト、G-Wayからアクセスできます。

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

→資料 6
→要覧

p. 105-107

a. 学外図書館所蔵資料の取寄せ（ILL）
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⚫ 図書や文献コピーを他大学等の図書館から取寄せることが

できます。マイライブラリからお申込みください。

⚫ 料金：図書館負担

※以下の場合は個人負担となります。
• 速達希望

• GRIPSで利用可能な資料（電子ジャーナル等含む）の取寄せ

⚫ 注意事項
• 取り寄せた図書の利用条件は、貸出館の規定によります。

• 雑誌は取り寄せできません。 →必要な部分のコピーの取寄せを依頼してください。

• コピーは、調査研究目的に限り一人につき一部、取寄せることができます。

➢複写可能な範囲は、著作権法により、著作物の一部分です。

➢発行後相当期間が経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物は全文の複写が可能で
す。（最新号に掲載の著作物の複写は依頼できません。）

➢複数著者の論考をまとめた図書の場合、各論考は一著作としてみなされ、全文の複写はでき
ません。→図書の取寄せを依頼してください。

→資料 73. GRIPSで利用できない資料の利用

b. 図書購入希望の申込み
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⚫ 政策研究に関する図書で学習・研究等に必要なものがある場合、
図書購入希望の申込みができます。

→購入の決定においては事前に図書館で検討されます。

⚫ 申込方法：マイライブラリから

⚫ 注意事項
対象外の資料：

• すでに所蔵している図書の複本

• 各種資格試験対策・語学学習本

• 雑誌、電子ジャーナル、データベース等

3. GRIPSで利用できない資料の利用

お問合せ

ご質問やご相談があれば

お気軽にお尋ねください。

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

