
使えるレファレンスは

GVRL！
GVRLなら…

探せる！

使える！

共有できる！

管理がカンタン！

GVRLは、レファレンスの価値を最大限に活用することのできる
画期的なシステムです。



たとえば...
「インド女性の教育についての基礎資料が欲しい」
こんなとき、あなたならどうやって情報を手に入れますか？

・OPACで適当なレファレンス書を探し、閲覧する
・図書館のレファレンス・カウンターで図書館員に質問する
・インターネット無料検索エンジンで情報を手に入れる

๏ OPACの限界
OPACはインターネットから気軽に検索ができ、また館内の配架場所、
貸出状況もすぐに分かります。しかし、OPACの検索は、書名などから予測
しにくい情報は探しにくい、という欠点を持っています。「インド女性教育
百科事典」のような、欲しい情報にピッタリの書籍が見つかれば簡単です
が、おそらくそうはいきません。インドについての本を探すか、女性学のレ
ファレンスにあたるか、それとも教育百科事典をひくか…。しかしレファレ
ンスの配架場所は別々であり、わざわざ見に行っても、必要な情報が載ってい
るとは限りません。

๏ 敷居の高いレファレンス・カウンター
こんな場合、レファレンス・カウンターで専門的な知識のある図書館司書
に尋ねるのが最良の解決方法と言えます。しかし、残念なことに、多くの
学生にとってレファレンス・カウンターは心理的に敷居が高く、訪れにく
い場所になってしまっているようです。人と対面することなく、コン
ピュータのスクリーンで調べごとをすることに馴れてしまった現代の学生
にとっては、図書館司書に尋ねる前にインターネットで〈調査〉を済ませ
てしまおうとする傾向があります。

๏ 無料検索エンジンの落とし穴
今、何か調べごとをするときにはまず、Yahoo!やGoogleなどのインター
ネット検索エンジンにキーワードを入れてみる、という人が多いのではな
いでしょうか。たしかにインターネットには膨大な情報が無料で公開され
てあり、検索も迅速・快適です。しかし、ネット上の情報は信頼性に限界
があります。何よりも、その快適さに馴れた学生が「ネットだけで調査は
十分」と、文献に当たるのを怠ってしまう危険も秘めています。

レファレンスを使っていますか？



GVRLなら...

1. “India” “women” “education” で
フルテキスト検索をかける

2.検索結果が一覧表示される

3.『Encyclopedia of India』所収の
「Women's Education」という記事を表示する

…たったこれだけの操作で、検索テーマにピッタリの、信頼できるレファレ
ンス記事が見つかります！　
その秘密は？　次のページでご説明しましょう…



GVRLとは？ 

GVRL (Gale Virtual Reference Library) は、インターネットの
中にあるレファレンス本棚です。

＝ GVRLのカンタンな仕組み ＝
① インターネットの中に、「本棚」を置きます。
② 本棚にレファレンス書＝「eBook（右頁参照）」を加えます。
③ インターネットを介して、利用者が「eBook」を読みます。

 

 

 

 

 

 

 

 

GVRL

インターネット

利用者
（ユーザー数無制限）

eBook



eBook（イーブック）は、 電子書籍です。
書籍のページをパソコンの画面から閲覧します。
GVRLで取り扱うレファレンス書は、すべてeBookです。

＝ eBookならこんなに便利 ＝

① 重さがない！
分厚くて重たいレファレンス書は、本棚から出したりしまったりする
だけでも一苦労でした。
eBookなら、レファレンス書はパソコンの中にあります。
持ち運びの煩わしさから解放されます。

② 場所がいらない！
レファレンス書を本棚に収納するためには、大きなスペースを確保す
る必要がありました。
eBookなら、レファレンス書はデータのため、場所の確保は必要あり
ません。
机上で閲覧するときも、場所をとらずスマートに扱うことができます。

③ 信頼できる！
GVRLのeBookはすべて、書籍として出版されたものの完全な電子版
です。もととなる書籍はすべて、著名な研究者や専門家が執筆し、編
集者による厳密な校閲を経て、Thomson Galeなど信頼ある学術出
版社が出版したものですから、とても信頼性が高いものです。また、
ネット上の一般情報と異なり、責任の所在が明確で、内容が不定期に
変わったり消えたりしませんので、安心して典拠とすることができます。 

④ 検索がカンタン！
eBookは電子情報ですから、文中の一語一句まで簡単に検索できま
す。しかも、GVRLなら複数のeBookを一気に検索して、関係のある
記事をズラッとならべてくれますから、あちこち本を探しにいかなく
ても、座ったままですべての情報を見ることができます。

⑤ 引用がカンタン！
レファレンス書の文面を引用するには、図書館のコピー機で大量にコ
ピーをとったり、自力で転記したりする必要がありました。eBook
なら、記事のテキストをデータとしてコピー＆ペーストしたり、プリ
ントアウトしたり、ダウンロードすることもできます。レファレンス
書をデータとして自在に操作することができるのです。また、書籍の
ページ番号も保持されていますから、普通の本と同じように引用する
ことができます。

eBook？



【利用者のこえ】

【先生のこえ】

【図書館のこえ】

G V R L な ら 、 こ ん な

どの本を調べたらいいのか
わからない…

 重たくてコピーがたいへん！

図書館が開いている間しか
レファレンスを見られない…

レファレンスは借りられないの？

他の人が使っていて
レファレンスが使えない…

 英語の文献は読めない… 

推薦して本を入れたけど、
図書館に行く時間がないな…

学生はちゃんと
レファレンスを使えてるのかな…

レファレンス欲しいけど
研究費が 下りない…

もうレファレンスを
置く場所がありません。

 電子資料は購読料が高いし、
資産として残らない…

いいレファレンスを揃えているのに
使ってもらえない。

Before GVRL →

 

 

 

学生は何でもネットで調べる
けど、ネットの情報って…



悩 み を 一 挙 に 解 決 ！

→ After GVRL

 欲しい情報がすぐに見つかる！

 引用がカンタン！

 ２４時間使用できる！ 

図書館に行かなくても
レファレンスが読める！

 順番待ちしなくていいんだ！

 自動翻訳で日本語で読める！

図書館のレファレンスを
研究室から読めるんだ！

 学生にも使いやすい！

他の研究室のレファレンスも
読めるんだ！

もうスペースはいりません！

毎年必要なのは基本料だけ！
eBookは買い切り制！

 レファレンスの利用頻度が上がる！

 

 

 

 信頼できる情報をネットの環境で！



GVRLだからできること

キーワードで記事全文を検索できます
→「欲しい情報がすぐに見つかる！」
自分が調べたいこと（事象や人名など）を、GVRLに打ち込んでください。
所蔵された全eBookに検索がかかり、キーワードを含むすべての記事がリストアップされます。
「情報がどの本に載っているのかわからない」といった悩みが不要になります。

学内どこからでも、1つの本棚にアクセスできます
→「 図書館に行かなくてもレファレンス書が読める！」
→「 他の研究室のレファレンスが読める！」
インターネットのブラウザに接続していれば、学内のどのコンピュータからでも、
GVRLにアクセスすることができます。
図書館へ行かなくても、研究室や教室から、eBookを読むことができます。
また、GVRLでは、すべてのeBookが1つの本棚に納められるため、特定の学科予算や
研究室で購入したものも、図書館が購入したものも、すべてのeBookを読むことがで
きるのです。

レファレンスを買い切りできます
毎年の管理費のみで使用できます
→「 毎年必要なのは基本料だけ！ eBookは買い切り制！」
GVRLに収納するeBookは、買い切りでご購入いただく商品のため、費用負担は個々
のeBook購入時のみとなります。
その他発生するコストは、GVRLの基本使用料のみです。
年次でお支払いいただき、これにより、検索、翻訳などGVRLの機能をご利用いただく
ことが可能になります。購入したeBookはバックアップデータを収めることができま
すので、万一の時に安心なだけでなく、資産として計上できます。

8言語へ翻訳できます（自動翻訳）
→「 自動翻訳で日本語で読める！」
記事のテキストを8言語へ翻訳することができます。
英語のレファレンス書を読む抵抗感を軽くすることができるでしょう。

対応言語： 日本語、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、
ポルトガル語、イタリア語

＊但し、この翻訳は機械翻訳であり、人の手によるものではありません。そのた
め、翻訳の正確性に欠ける部分がございます。予めご了承ください。

 



レファレンスが身近なものになります
→「 レファレンスの利用頻度が上がる！」
→「 信頼できる情報をネットの環境で！」
→「 学生にも使いやすい！」
貸出不可のレファレンス書は、これまで利用頻度がつかみにくい資料でした。
インターネット上でeBookを閲覧するGVRLなら、アクセス状況から利用統計をとるこ
とが可能です。
また、GVRLを使いこなすのに、難しい操作は必要ありません。
インターネットを使用できる方なら、抵抗なくGVRLを活用いただくことができるで
しょう。

契約期間中、24時間、接続できます
→「 24時間使用できる！」
GVRLの使用には、時間制限がありません。
契約期間中、24時間いつでもアクセスいただくことが可能です。

複数ユーザが同時にアクセスできます
→「 順番待ちしなくていい！」
GVRLに収納されたeBookは、同時に何人からでも閲覧することが可能です。
他のユーザが使用中だからと、順番待ちをする必要はありません。
また、パソコンの画面上に、読みたいeBookを複数表示することが可能です。
見たいときに見たいものを、表示することができるのです。

レファレンス書をデータで管理できます
→「 もうスペースはいりません！」
GVRLはインターネット上でレファレンスを管理しているため、持ち運びも場所の管理
も必要ありません。

記事をテキストコピー＆ダウンロードできます
→「 引用がカンタン！」
表示している記事のテキストをコピー＆ペーストしたり、欲しいページを印刷したり、記
事を丸ごとダウンロードしたり、eBookをデータとして自在に操作することができます。

 

 



GVRL には、今までのレファレンスにはない、嬉しいポイントがまだまだあります。

予想外の情報が手に入る！
GVRLのキーワード検索は、eBookの記事本文の単語を直接見に行きます。
そのため、自分では予想もしないタイトルを見つけることができます。
例えば、インドについて調べたいときは、GVRLのキーワード検索で「India」と入力
すれば、「衣服とファッション百科事典」からは民族衣装「サリー」について、また
「食と文化百科事典」からはインドカレーについて、情報を入手することができます。
図書館に並ぶレファレンス書から、このようなレファレンスを探し出すことは簡単では
ありません。
GVRLを活用することで、手に入れる情報の幅が一気に広がります。

冊子のままのページをプリントアウトできる！
GVRLでは、eBookの記事をHTML形式とPDF形式の両方で表示することができます。
PDF形式で表示すると、記事は冊子体とまったく同じレイアウトで表示されます。
これらのページは、必要に応じてプリントアウトすることもできます。

＊ 通常、記事はHTML形式で表示されます。

HTML形式

PDF形式

（表示が早い・画面上で見やすい）

（原書と同じ・印刷しやすい）



豊富なeBookタイトル
世界的に定評のある出版社のレファレンスから、文学・宗教・哲学・教育・医学・法律・
芸術など、幅広い分野にわたる計800以上のタイトル（2006年7月現在）を取り揃え
ています。

・GALE GROUP 
MACMILLAN REFERENCE LIBRARY USA, 
CHARLES SCRIBNER’S SONS など
・SAGE
・UXL
・UNIVERSITY PRESS
・CAMBRIDGE
・その他

 

…そして、新しいタイトルも続々と刊行されます！！
詳細については、お問い合わせください。

✴お問い合わせ先は、巻末をご参照ください。



関西学院大学図書館
角田 貴彦 様

― 冊子体のレファレンスに関して、今まで特に図書館で抱えていた問題点はありますか？

角田様：　まずスペースの問題。それからお金。20巻くらいになると高いです（笑）うちの場合は
2キャンパスあるので、両方のキャンパスで必要な場合は、2セット購入しなくてはな
らないですから。単行本なら、取り寄せて読むことは可能ですけど、レファレンスの
場合は、調べ物に使うわけで、取り寄せは現実的ではないですね。ですから、両方に
備えたいということで、2セット買う場合も結構ありましたね。Gale以外のレファレン
スは今も複数購入する場合があります。

― Gale Virtual Reference Library (GVRL)の一番気に入った点を教えていただけますか？

角田様：　他のeBookも検討したのですが、やはりGVRLが一番レファレンスが充実していたこと
ですね。もともと、Galeのレファレンス自体をよく買っていたこともあって、それらが
今後蓄積されていくのであれば、少しでも早く導入したほうがいいかなと思いまし
た。分野的にもうちの大学とあいましたし。
検討した中には、eBookというと、レファレンスじゃないところもありましたね。それ
から、擬似図書館みたいなシステムで、貸出し制のところもありましたが、そんな図
書館ごっこみたいなことはは必要ないですね。料金も1冊ずつに年間使用料がかかると
ころもありましたが、GVRLの場合は、eBookは買い切りで潔いし、理にかなったシス
テムでわかりやすい。もちろん、何よりも収録している内容がよいものだと分かって
いますしね。

GVRL 利用者インタビュー

実際に、GVRLをご導入いただいている、関西学院大学図書館の角田様にお話を
伺いました。



―今後、新しいレファレンスが刊行された時、書籍とeBookどちらで購入するかの判断基準はどう
いったことになりますか？

角田様：　そうですね。うちの場合、2キャンパスで使えそうなタイトルはeBookで買って、内容
が特殊なものは、本で買っていこうかなと思っています。

―そうすると、貴学の場合は、しばらくは、書籍とeBookを併用されるわけですね。

角田様：　もちろん、本当は、全部eBookになれば横断検索もできて便利ですけど、予算の関係も
ありますからね。利用の少なそうなタイトルについては、今のところは本で引いて
ねって感じです。逆に、利用の多そうなタイトルは、電子にしてより利用してもらえ
ればいいかな。

―過去に冊子で購入されたタイトルをeBookに置きかえる可能性はありますか？

角田様：　今は考えていないです。買いかえられたら一番いいんですが、やっぱりお金の問題があ
りますから。それに、うちの場合、重複購入は厳禁にしていて、学部からの発注も全
て図書館で集約して集中発注しています。だいたい、年間1000万くらいは重複で省い
ているでしょうね。何といっても、重複購入は一番の悪です！（笑）。ですから、媒
体が電子に変わっても、同じ本なら購入は難しいですね。でも、レファレンスの場合
は、改訂がありますから、よいタイトルは、改訂時にeBookにかえていこうと思ってい
ますし、予算さえ許せば、過去に買ったものでも利用されているものはeBookに置きか
えるという考え方自体はいいことだと思います。

ー画面の使いやすさはいかがですか？

角田様：　シンプルで使いやすいです。学生でも簡単に使えそうですよね。まだ、収録しているタ
イトルが少ないので、今後増やしていきたいと思います。



ー電子の商品を導入するにつれて、今後、図書館の役割は変わってくると思われますか？

角田様：　図書館の専門家の先生方がいろいろ研究されているみたいですが、僕自身は、あんま
り変わらないという意見ですね。図書館は図書館であって、利用者は本の探し方、使
い方の代わりにオンライン商品の使い方を聞きに図書館を頼ってきますよ。図書館は
資料の管理者であって、案内人ですから、それはオンライン商品が増えても変わらな
いです。それに、本がなくなることはないと僕は思っているので、世話するものが一
つ増えたというくらいです。もちろん、本にオンラインが取ってかわるというような
意識はないです。

―そうですか。実は、GVRLのご紹介に行くと、利用者が図書館に足を運ぶ回数が減っているの
に、eBookにしてしまったら、余計に誰も図書館に来なくなるのでは？と心配される図書館の方
もいらっしゃるのですが・・・。

角田様：　図書館に人が来ないのは、eBookとかオンライン商品のせいではないと僕は思います。　　　　　　　　　　　　　　
図書館に魅力がないからですよ（笑）でも、図書館のホームページから図書館の資料
を利用して、それで満足できているのならそれでいいじゃないですか。わざわざ足を
運んでもらう手間が省けるわけだし。むしろそれは返って喜ぶべきことであって、図
書館の中に人がいなくて寂しいっていうのは違うんじゃないですか。図書館が提供し
ている資料を使ってくれていれば、それで図書館の役目を果たせているわけですから
十分だと思います。

ー今、「魅力ある図書館」というお言葉がでましたが、関西学院大学図書館を魅力ある図書館に
するために工夫されていることはありますか？

角田様：　図書館の魅力っていうと、突き詰めれば機能性だと思うので、システムやサービスの
面でも常に改善するようにしています。あと、資料の充実も大事です。いつ来ても読
みたい本があるというのも図書館の魅力の一つだと思うので、本も毎週漏れがないよ
うに選んでいますし、データベースもいいものはできる限り揃えるようにしています。
それから、僕の趣味でもありますが、「来て楽しい図書館」を目指して広報活動して
います。例えば、玄関スペースには、期間ごとに展示をしているんですよ。そして、夏
休みには展示物を作成します。去年は大阪城で、今年は演説の台。一昨年は、瀬戸内
海の模型を作りました（笑）。



―そういう工夫をされているのは、図書館としては珍しいですね。

角田様：　今の学生は、魅力がある図書館だから来るとは限らないです。図書館が揃えている資料
が素晴らしくて、その宣伝もしっかりしている。昔なら、学生は勉強するものであっ
て、そこまですればおのずと図書館と学生が結びついたと思うんですよ。
でも今の子達って、僕らにはわからない部分があって、いくら僕達が伝えようとして
も、自分が必要と思わないと図書館には来ないです。例えば、勉強したくない人間に
いくら勉強にいい図書館がありますといっても来ないですよね。ＰＲがうまくできて
いないから、人が来ないんじゃないかとよく言われますけど、図書館がいいと知って
いてもこない学生もいっぱいいると思うんです。だから、そういう学生を引き寄せる
ために、目先のきらきらしたものでも使ってみようかなと思って（笑）。とりあえ
ず、今の子は学校にはちゃんと来るみたいなんですね。だから、別に目的がなくても
ふらっと図書館に立ち寄ってくれればそれでもいいかな、もし玄関がそういう雰囲気
だったら入ってきてくれるかなと思っています。そうそう、冬場にはクリスマスツ
リーを飾ったりしますよ。

―なるほど。学生が入りやすい雰囲気を持つ図書館を目指されているのですね。私が拝見したと
ころ、たくさんある図書館の椅子はほとんど学生で埋まっていて、驚きました。図書館の工夫
が実を結んでいるようですね。本日は、貴重なお話どうもありがとうございました。

2006年10月12日
関西学院大学図書館にて



GVRLの料金体系

1)　GVRLのご利用に必要となる費用の種類

GVRLの使用には、２種類の費用が発生します。

基本使用料（固定額）

新規契約時を１回目とし、毎年の更新時にお支払いいただきます。
管理者（おもに図書館）が支払います。

eBook 購入費
随時、eBookタイトルをご購入の際に、お支払いいただきます。
価格は、タイトルによって異なります。

2)　新規契約に必要な費用

基本使用料 + eBook購入費（1点からでOK！）

3)　年次更新に必要な費用

基本使用料 のみ

4)　eBookの購入

新規契約の完了後は、「○月までに○点買わなければ」といった制約はあり
ません。お好きなときに、お好きなタイトルをご注文ください。

￥

￥

料金は、ご利用機関の規模・ご利用サイト数により異なります。
詳細については、お問い合わせください。

✴お問い合わせ先は、巻末をご参照ください。



（GVRLのご利用例）

基
本
使
用
料

eBook
購
入
費

1年目 哲学科の先生が、「Encyclopedia of Philosophy」を購入

図書館が、年度末残予算でeBookをまとめて購入

2年目

教育学科が、「Encyclopedia of Education」を購入

図書館が、「Encyclopedia of World Biography」を購入

3年目

英米文学科が、「American History Through Literature」を購入

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

￥

 

 

 

 

 

 
お金があるときに 

eBookを買えば 
いいのね！ 

 
誰が買っても 
皆で使えるんだ！ 

 
買った eBookは 
恒久的に残るんだ…。 



๏ BRCとは
Biography Resource Centerは、人物情報に特化したオンライン・
データベースです。Galeが誇る、信頼できるレファレンス出版物、また
逐次刊行物に含まれる膨大な人物情報から、あなたの知りたい情報だけ
を記事単位で検索し、閲覧することができます。

๏ 335,000名以上の人物情報を収録
検索対象となるタイトルは100点を超え、人物情報の総数は335,000名
以上に及びます。古今東西、あらゆるジャンルの人物情報を収録しています。

๏ 詳細な評論・伝記に最新の記事まで収録
「Encyclopedia of World Biography」「Contemporary Authors」
「Contemporary Theatre, Film & Television」など、多くの学術図書
館で購読されている伝記レファレンス・シリーズの内容を、研究室や図書
館のパソコンから一括検索できるメリットはもちろん、最新の雑誌記
事、有用なウェブサイトへのリンクなど、ひとつのデータベースであら
ゆるニーズに答えることができます。
また、情報は月２回更新されますので、死去・業績・受賞暦などの情報
も常に最新のものが閲覧できます。 

๏ 約250の逐次刊行物より約120万件の関連全文記事を収録
•Economist
•Forbes
•Folklore
•Fortune
•Newsweek
•Harvard Business Review
•Historian
•Publisher's Weekly
•Telephony
•USA Today
•Women's Studies　　　　　 他 

*その他のお薦めデータベース*

人物情報リソースセンター
BRC (Biography Resource Center)



BRCなら...

1. “Elvis Presley” で検索をかける

2. “Elvis Presley” についての伝記記事が
すべて一覧表示される

3.『Dictionary of American 
　　Biography, Supplement 10』 所収の
「Presley, Elvis Aron (1935-1977)」
　　という記事を表示する

…たったこれだけの操作で、検索した人物について、確かな情報を得ること
ができます。
大量の書籍に翻弄されることも、信頼性の図れないWebサイトを渡り歩くこ
とも、必要ありません。

๏ GVRLとの違い
まず、BRCは、人物情報に特化したデータベースである、ということ
が、一番の大きな違いと言えます。
また、BRCは、BRCのために集約された100以上のタイトルを含むGale
のオリジナルデータベースを直接見に行きます。
そのため、情報が更新された場合（月2回更新）も、常に最新の情報を閲
覧することができます。

✦ BRCは、年間契約になります。

 

 

 



無料トライアル受付中！

まずは、GVRLをあなたのコンピュータから
試してみませんか？
先生個人でもトライアルしていただけます。

  
ご連絡先：

tlsg.infojapan@thomson.com

その他のお問い合わせはこちらまで：

トムソンラーニング    

トムソンコーポレーション株式会社

Web Page: http://www.gale.com/
e-mail:  tlsg.infojapan@thomson.com
TEL:  03-3511-4422
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