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GVRL

Gale Virtual
Reference Library

多機能オンライン・レファレンス
1 冊から購入可能な参考文献電子ブック書棚
トップページの表紙画像表示でご購入タイトルが一目瞭然!!
ご購入済みタイトルへのスムーズなアクセスを可能にするため、GVRL のトップページではご購入タイトルの表紙画像を
一覧表示しております。主題別に分類された文字通り「電子書棚」で必要なレファレンス情報をご利用できます。
豊富な各出版社のレファレンスを中心としたコンテンツから選りすぐりの電子ブックタイトルを 1 冊からご購入することが
できます。テーマや分野でセレクトされたレファレンス電子書棚を構築することも可能です。

同時アクセス無制限

ご購入タイトルを横断検索できます

23 ヵ国語で全文を自動翻訳

HTML と PDF 両方を表示

記事の音声読み上げ機能

参照元へのリンクおよび図表のエクスポートが可能

引用書式を自動生成

スマートフォンやタブレットでの
利用を意識したインターフェイス改善

レファレンスを中心に eBook 14,000 タイトル以上収録！
分野別タイトルリストのご用意がございます

多機能オンライン・レファレンス GVRL の詳細は弊社まで
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GVRL は多機能なオンライン・レファレンスです

GVRL ご利用の流れとカンタンな仕組み
①GVRL アカウントを開設⇒インターネットの中に「本棚」を設置
②アカウントに eBook を追加⇒本棚にレファレンス書＝eBook を加えます
③eBook を閲覧する⇒インターネットを介して eBook を読みます

同時アクセスは無制限
インターネット環境があれば 学内どこからでも、24 時間 順番待ちせずに利用できます

スペースが不要
冊子体と違いスペースの確保は必要ありません

横断検索ができる
タイトル内検索はもちろん、すべての所蔵タイトルのテキストデータ
に対して、一度にキーワード検索をかけることができます。
無料検索エンジンを使う手軽さで、信頼できる学術文献を活用する
ことができます。

データを活用できる
eBook の閲覧をしながら、HTML 形式の文面のテキストや図表をエ
クスポートすることができます。論文などへの引用も簡単です。

HTML・PDF の両方で表示できる
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、印刷・保存することもできます。
※記事は通常 HTML 形式で表示されます。
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引用書式の自動生成ができる
論文などで記事を引用する際の書式を自動生成します。
また、RefWorks などの文献管理ソフトへのエクスポートができます。

23 ヵ国語に記事を翻訳することができる
プラットフォームだけでなく記事全文も 23 ヵ国語に翻訳することができま
す。文中の要旨を把握するために利用ができます。

音声読み上げ機能でネイティブの発音に触れることができる
英語の多読や速読の教材として GVRL の音声読み上げ機能が活用できます。収録される記事には音声
読み上げ機能が装備されており、読み上げている部分をハイライトする機能もございます。この機能を活用
することで目と耳で同時に英語に触れることができますので、英語の多読や速読の教材としても GVRL をご
利用いただけます。

豊富な eBook タイトルを利用できる
世界的に定評のある出版社のレファレンスを中心に文学・宗教・哲学・教育・法律・芸術・ビジネス・医学・自
然科学・工学・総記など、幅広い分野にわたる計 14,000 以上のタイトルを取り揃えています。
•Gale
•John Wiley& Sons
•Macmillan Reference USA
•Charles Scribner’s Sons
・IGI Press
・Brill Academic Publishers
•UXL
•Columbia University Press
•Sage Reference
•M. E. Sharpe
•Cambridge University Press
•Berkshire Publishing Group
•Grey House Publishing
•Elsevier
•Springer 他
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GVRL を利用することで利用者と図書館員のこんな悩みを解決します
利用者の悩み：
「研究にレファレンスを使いたいけど、どの本を調べたらいいのかわからない」

GVRL なら、欲しい情報をダイレクトに見つけることができます。
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。
所蔵されたすべての eBook に検索がかかり、キーワードを含む記事をすべてリストアップすることが
できます。
「どんな本があるかわからない」「どの本に載っているかわからない」といった悩みが不要になります。

「図書館のレファレンスは借りられなくて不便」
「他の研究室の所蔵レファレンスも使いたい」

GVRL なら、学内どこからでもレファレンスを利用できます。
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。もちろん研究室や教室から、eBook を読むことができます。
また、GVRL では、学内のすべての 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。

「他の人が使っていてレファレンスを使えない」

GVRL なら、何人でも同時にレファレンスを使えます。
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。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。

「同じようなレファレンスばかり使ってしまう」

GVRL なら、予想外の情報が手に入ります。
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。
本棚に並ぶレファレンス書から、このような多様なレファレンスを一度に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。
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図書館員の悩み：
「レファレンスがかさばって、もう置く場所がない」

GVRL なら、まったく場所をとりません。
インターネット上でレファレンスをデータ管理しているため、持ち運びも場所の管理も必要ありません。

「いいレファレンスを揃えているのに、使われていない」

GVRL なら、レファレンスの利用頻度が上がります。
「○○を調べたい」という目的さえあれば、利用者は、所蔵レファレンスのすべてを無駄なく活用する
ことができます。よいレファレンスが、宝の持ち腐れになる心配はいりません。
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 を活用いただけます。

「レファレンスは実際に使われているのかわからない」

GVRL なら、利用統計を取ることができます。
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。

「電子資料は購読料が高いし、資産として残らない」

GVRL なら、レファレンスを買い切りでご購入いただけます。
GVRL なら、毎年の管理費のみでご利用いただけます。
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、費用負担はそれぞれの eBook 購入時
のみとなります。その他に発生するコストは、GVRL の基本使用料（年間管理費）のみです。
年間管理費は年次でお支払いいただき、こちらにより、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 についてはバックアップデータをお収めしますので、万一の時に安心なだけでなく、資産とし
て計上することも可能です。
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GVRL のインターフェイスがアップデートされました
◆スマートフォン・タブレット対応
スマートフォンやタブレットに対応して画面表示が最適化されるようになりました。画面タッチでの簡単操作も可能
になっております。

◆ツールの配置を最適化
利用統計の綿密な調査およびユーザーからのヒアリングに基づき、頻繁に利用される機能は目立つ位置にアイ
コンを移動するなど、ツールの配置を最適化しました。また、メニューやツールバーの位置を変更することで、スマー
トフォンやタブレット等の携帯端末画面で閲覧する場合にも、記事が読みやすくなりました

◆視覚障碍者のアクセシビリティに配慮した画面設計
ウェブ・アクセシビリティ・ガイドランの最新版に準拠し、視覚障碍者もお使いいただけるよう、画面の明度、色コン
トラストを調整しました。

GVRL は収録タイトルを拡充！100 以上の出版社の電子ブックを収録しております

無料トライアル実施中!! 詳細は弊社まで
株式会社

極 東 書 店

〒101-8672 東京都千代田区三崎町 2-7-10 帝都三崎町ビル
TEL: 03-3265-7531 FAX: 03-3556-3761 http://www.kyokuto-bk.co.jp E-mail: info@kyokuto-bk.co.jp
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