
 
 

  

◆Online database training session (in English). Details will be sent about 2 weeks before the session by e-mail. 

データベース講習会（英語）をオンラインで開催します。詳細は開催約二週間前にメールでお知らせします。 

Date Time Database name Description 

Friday, July 8th  12:15–13:15 CEIC Data 

GRIPS Library will hold online database training session in English with 
a guest instructor from CEIC. 
CEIC Data is a database service that provides various macro-economic 
statistics (GDP, public finance, monetary, trade, demographic, invest-
ment, household, properties, etc.) about 213 countries including emerg-
ing and developed countries. 
You have access to Global Database, World Trend Plus, Indonesia Pre-
mium Database, and Daily Database.  
 

GRIPS 図書館では、CEIC から講師をお招きし、利用講習会をオンラインで

開催いたします。言語は英語です。CEIC Data は世界の先進国から新興国

までの約 213 カ国のマクロ経済統計データ（GDP、財政、金融、産業、貿

易、人口、投資、家計、不動産など）を提供するデータベース・サービスで

す。 

Global Database, World Trend Plus, Indonesia Premium Database, Daily Da-

tabaseにアクセス可能です。 
 

 *  *  *  
 

◆Global Newsstream is now available.  

  Global Newsstream が利用可能です。 

Global Newsstream enables users to search the most recent 
global news content, with archives that stretch back into the 
1980s, from over 3,200 news sources. 
Global Newsstream provides one of the largest collections of 
news from the U.S., Canada, Europe, Africa, Asia, Latin America, 
and Australia. 
To access, please read the information on the URL below: 
https://www.grips.ac.jp/main/lib/en/search/database/ 

 

 

Global Newsstream は世界各地の新聞を収録するデータベースで

す。収録タイトル 3,200以上のうち、約 1,850タイトルの最新号の全文

を収録しています。 

ご利用する際は、下記 URLの情報をご参照ください： 

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

 

 *  *  *  

 

 

Book purchase request (Student only) 図書購入希望について （学生対象） 

You can request that the Library purchase books related to policy 
studies, for addition to the GRIPS Library collections. 
The GRIPS Library Committee will review your requests and de-
cide which items to include in the Library collection. 
Apply via “MyLibrary”. 

 
* Before you apply, check OPAC to be sure the book you are 
going to request is not owned at the GRIPS Library. 
* 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 will make every effort to fulfill your request, but we may 
be unable to meet your request for reasons such as the ma-
terial is out of stock or print, or the price is exceeding the 
budget. 

本学での学習・研究に役立つ図書、必要な図書がありましたら、

購入希望としてリクエストしてください。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』よりお申込みください。 

 

* 申し込みの前にご希望の資料が本学図書館に所蔵されていな

いか OPAC で確認してください。 

* 下記の資料は受け付けません 

– 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 

年度内での購入を希望する場合はできるだけ早くお申し込みくだ

さい。 

ご要望にはできるだけ対応しますが、在庫や予算の状況等により

お応えできない場合があります。 

 *  *  *  

 

Library hours and services will vary de-
pending on the COVID-19 situation. 
Please refer to the library website for the 
latest information. 
 

新型コロナウイルス感染症の状況により、

開館時間やサービス内容を変更することが

ありますので、図書館ウェブサイトで最新情

報をご確認ください。 

   *  *  *  
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