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2015 年 7 月 24 日（関西館）/8 月 21 日（東京本館） 

本ワークショップでは、全国書誌データのリスト作成とレファレンス協同データベースへ

の登録を体験していただくために、課題を解いていただきます。 

課題は、「必須問題」と「選択問題」の 2種類があります。2人 1組となって必須問題を解

いた後、各人で興味のある選択問題を解いてください。 

解答の提出は、いずれもレファレンス協同データベースで行います。 

課題を解く前に 

● NDL-OPAC のログイン

(1) 国立国会図書館ウェブサイト（http://www.ndl.go.jp/）のトップ画面、左側中段の

「NDL-OPAC」のバナーをクリックしてください。 

(2) 登録利用者 IDを持っていない方は、画面右側の「検索機能のみを利用する。（ゲストロ

グイン）」をクリックしてログインしてください。 

● NDL 書誌データ取得シート・NDL 書誌データ検索シートのダウンロード

(1) 国立国会図書館ウェブサイト（http://www.ndl.go.jp/）のトップ画面、左側上段の「国立国

会図書館サーチ」のバナーをクリックしてください。 

(2) メインページ > 国立国会図書館サーチについて > 国立国会図書館サーチリンク集

（http://iss.ndl.go.jp/information/link/）を開いてください。 

(3) 「2.図書館職員向けツール」の下記 URLをクリックしてください。

NDL書誌データ取得・検索シート（同志社大学 原田隆史氏） 

（http://www.slis.doshisha.ac.jp/~ushi/ToolNDL/） 

①ページ下部、「国立国会図書館サーチ

について」をクリックします
②ページ右側、「国立国会図書館

サーチリンク集」をクリックします
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(4) 上記リンク先『国立国会図書館サーチを使ったツール群の公開(原田研究室)』の

NDL書誌データ取得シート（バージョン 1.4）（ファイル名 ndls_harvest_Ver1_4.xlsm） 

NDL書誌データ検索シート（ファイル名 ndls_search.xlsm） 

をデスクトップにダウンロードしてください。 

● レファレンス協同データベースのログイン

配布資料（4）-3 別紙 1の「2.レファ協へのログイン」を参照し、「研修用環境」と記載

されたログイン画面から、以下の内容を記入して、すぐ下の「ログイン」ボタンをクリック

してください。 

● 解答の提出方法

(1) 必須問題の提出方法

必須問題の解答は「調べ方マニュアル」として登録します。登録の方法については配布

資料（4）-3 別紙 1の「3.(2)データを入力する（必須問題の入力例）」をご参照くだ

さい。 

(2) 選択課題の提出方法

選択問題の解答について、①②は「調べ方マニュアル」として、③は「レファレンス事

例」として、④はコメント機能を使ってコメントを登録していただきます。 

①②③の方法については配布資料（4）-3 別紙 1の「3.(2)データを入力する（必須問

題の入力例）」と「3.(3)データを入力する（選択問題の注意点）」をご参照ください。

④については配布資料（4）-3 別紙 1の「4. コメント付与の方法」をご覧ください。

ユーザ名：xxxxxxxx パスワード：●●●●●●● 

①ページ上部、「2.図書館職員向け

ツール」をクリックします 

②ページ上部、「NDL 書誌データ取得・検索シート

（同志社大学 原田隆史氏）」の URLをクリックし

ます 

2 



全国書誌データ・レファレンス協同データベース利活用 

配布資料（4）-3 ワークシート 

 

 
必須問題（1 問） 

 

選択問題（4 問） 

必須問題が終わった後に、興味のある問題を選んで、解いてください。  

選択問題① リストの作成（難易度：★☆☆） 

 

選択問題② 検索結果の比較（難易度：★★☆） 

 

選択問題③ レファレンス事例の登録（難易度：★★★） 

 

選択問題④ 登録データへのコメント（難易度：★☆☆） 

 

「角幡唯介」（かくはた ゆうすけ）をキーワードで検索したリストを作成し、レファレンス協同

データベースの調べ方マニュアルの「関連ファイル」に登録してください。 

【ヒント】書誌データ検索シート 

 

バーコードリーダーを使って、ブックカバー※の ISBN バーコードをもとに、書籍 10冊分のリス

トを Excelで作成してください。 

作成したファイルは、レファレンス協同データベースの調べ方マニュアルの「関連ファイル」に

登録してください。 

※ブックカバーは室内に置いてありますので、お好きなものを 10冊分お持ちになってください。 

「西之島」をキーワードとして、NDL-OPAC と書誌データ検索シートの両方で検索し、検索結果を

比較して、以下の点をレファレンス協同データベースの調べ方マニュアルの「調べ方」の欄に登

録してください。 

①データ件数の違い NDL-OPAC  件  書誌データ検索シート  件 

②データ件数が違う理由                     

以下の質問に対して調査を行い、その結果をレファレンス事例として登録してください。 

 

「香川県は直島にある地中美術館というところに行くので、下調べをしに来ました。知人から、

この美術館の建築と作品について図版とともに詳しく解説した書籍が刊行されていると聞いた

のですが、タイトルを忘れてしまいました。国立国会図書館に所蔵しているとは聞いていたので

NDL-OPACを「地中美術館 解説」という語で検索したのですが、見つかりません。本当に所蔵が

あるか調べていただけないでしょうか。」 

【ヒント】美術館の公式ウェブサイト 売店（ストア）の案内 国立国会図書館サーチ 

レファレンス協同データベースのコメント機能を使用し、自身が作成した必須問題・選択問題の

回答に、難しかった点や感想・質問をコメントとして登録してください。 

課 題 
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本研修会の演習課題の実施に必要なレファレンス協同データベースの操作についてご説明いた

します。マニュアルを読んでも不明な点がある場合は適宜講師にお尋ねください。 

1. はじめに .......................................................................................................................... 1
2. 「NDL 書誌データ検索/取得シート」ファイルの保存 .................................................. 2
3. レファ協へのログイン .................................................................................................... 3
4. データ登録の方法............................................................................................................ 4
5. コメント付与の方法 ........................................................................................................ 7

1. はじめに

本マニュアルでは、本研修会の演習課題のうち、太字の箇所についての操作説明を掲載し

ています。太字の箇所以外についてはワークシート記載の別の資料を参照してください。

また、基本的には必須問題の手順に沿って説明してあります。選択問題を実施する場合は

違う手順になる部分がありますので、適宜読み替えて作業を進めてください。

【必 須 問 題】 資料リスト作成→ファイル保存→レファ協のログイン→データ登録 

【選択問題①】 資料リスト作成→ファイル保存→（レファ協のログイン※）→データ登録 

【選択問題②】 資料リスト作成→ファイル保存→（レファ協のログイン※）→データ登録 

【選択問題③】 レファレンス調査→（レファ協のログイン※）→データ登録 

【選択問題④】 コメントを考える→（レファ協のログイン※）→コメント付与 

※ログインは一度すればウィンドウを閉じるまで有効です。毎回する必要はありません。 
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2. 「NDL 書誌データ検索/取得シート」ファイルの保存

(1) レファ協に登録するデータの作成 

まずは画面に NDL 書誌データ検索シートが開いていて、下記のような「角幡唯介」の検

索結果が表示されているかを確認してください。確認ができたら、画面左上の「ファイル」

タブをクリックしてください。検索結果が表示できていない場合は、配布資料(4)-1 の別紙

1「書誌データのダウンロードとリスト作成実演」の「実演 2-2 NDL 書誌データ検索シー

ト」に書かれている手順を実施してください。

(2) ファイルの保存 

①下記画面の左側にある「名前を付けて保存」をクリックし、②「参照」を押してデスク

トップを保存先に指定、③ファイルの種類を「Excel マクロ有効ブック（*xlsm）」から「Excel

ブック（*xlsx）」に変更して保存してください。 

ファイル名が ndls_search.xlsxになっていることを確認したら保存 
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3. レファ協へのログイン

次に、作成したファイルを登録するためレファ協のデータベースにログインします。

(3) レファ協のウェブサイトを開く 

国立国会図書館ウェブサイトのトップ画面にあるレファ協のアイコンをクリック 

(4) 研修用のデータベースにログインをする 

画面右上の「ログイン」をクリック 

そのままログインをしないで画面左下の「研修環境ログイン画面」を選択 

ここでは 
まだ入力しない!! 
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赤字で「研修用環境」と記載されたログイン画面が出てくるので、以下の内容を記入して

すぐ下の「ログイン」ボタンを押してください。

4. データ登録の方法

(1) 新規登録画面を開く 

トップ画面の「新規登録」をクリックします 

データの登録画面が表示されます。最初はレファレンス事例の登録画面が表示されますので、

必須問題、選択問題①②の際は「調べ方マニュアル」をクリックして画面を切り替えてください。

(2) データを入力する（必須問題の入力例）

ユーザ名：xxxxxxxx パスワード：●●●●●●● 

「東京-必須-登録者の名前」 

自館のみ参照 

必須問題「角幡唯介の著作目録」 

と記入

使用したツールや手順を簡単に記

載。番号付きの箇条書きがお勧め。 
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(3) データを入力する（選択問題の注意点） 

原則として必須問題にならっていただきますが、以下の点にご注意ください。

 管理番号は必須問題と同じく「東京-問題-受講生の名前」とする（例：東京-選択①-●●） 

 選択問題①と②の調査テーマは「選択問題①」「選択問題②」とする。

 選択問題②の調べ方欄には使用したツールや手順に加え、比較した結果を記入する。

 選択問題③のレファレンス事例については、新規登録画面で「調べ方マニュアル」で

はなく「レファレンス事例」を選択してデータを作成する。

 選択課題③は、必ずすべての項目を記入する必要はない。各項目に何を

書くかは入力欄左側の？マークや、ガイドライン「付録資料２ レファ

レンス協同データベース項目別記入方法解説」などを参照する。

テーマに関する NDC（3桁まで）

を記載。リストに掲載されている資

料の NDCを参考にするとよい（複

数の記載も可能） 

キーワード欄には関連する人名など

の固有名詞など、検索に使われそう

な語を入れる。 

なにか特記すべきことがあれば備考

に記入する。 

調べ方作成日は本日の日付を入力 

完成したら「完成」とする 

①「参照」を押してファイルを選択
し、②すぐ「関連ファイルのアップロ
ード」をクリックする（ファイルを選
択しただけでは登録されないので注
意！） 
 

必須問題や選択問題①②では資料リ

ストを添付するため、参考資料欄に

は記入しなくてもよい。 
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(4) データを登録する 

一通りデータを入力できたら、画面の上か下の登録ボタンを押してデータを登録します。 

登録が完了すると、登録したデータが表示されます。自動で登録番号や登録日時などがデータ

ベースに記録されます。登録されたデータは今回の研修で使用する ID でログインしたユーザのみ

が参照や更新をすることができます。 

(5) データを修正する場合 

一度登録した後に更新をしたい場合はログインした状態でトップ画面の「自館データ」か

ら登録したデータの一覧を表示→自分の登録したデータを選択→詳細画面を表示→「更新

画面へ」を押してください。
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5. コメント付与の方法

(1) ログインをする 

「2．レファ協へのログイン」を参考に研修環境のデータベースへログインをします。 

(2) 自分のデータを探す 
トップ画面から自分の登録したデータを検索します。トップ画面の「自館データ」をクリ

ックして、一覧が表示されたらご自分のデータを探してください。 

自分のデータが見つかったら、「調査テーマ」の青字になっている部分をクリックして、事

例の詳細画面に移動します。 

画面の一番下に、コメントを入力する欄がありますので、コメントを入力して「登録する」

をクリックします。 

「登録する」をクリックすると、記入した内容が登録されます。一度登録した内容は「編集

する」をクリックすると修正できます。 

(3) コメントに記載する内容 

本来は他機関のデータに対する感想や情報提供などを記入する欄ですが、今回の研修会で

は練習として、課題で難しかった点などの感想や、操作方法や事業に関する質問を記入して

みてください。（内容はご自身でお考えください。）なお、コメントの際には「付与者」の欄

に必ず自分の名前を記入するようにしてください。
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全国書誌データ・レファレンス協同データベース利活用研修会 ワークシート 

【模範解答・解説】 
 

1. 必須問題（1 問） 

 

■解答■ 

 
【手順 1】書誌データ検索シートによる検索 

1.書誌データ検索シートでキーワードの欄に「角幡唯介」と入力して検索する。 
2.検索結果を Excel で保存する。 
 

【手順 2】保存した Excel をレファレンス協同データベースに登録する。  
1.レファレンス協同データベースに研修用 ID でログインする。（配布資料（4）-3 別紙 1「2.レ
ファ協へのログイン」をご覧ください。）  

2.新規登録ボタンを押して「調べ方マニュアル」を選択する。 
3. レファレンス協同データベースに必要事項を入力し、【手順 1】で作成したファイルをを登録

する。 

■解説■ 

 
書誌データ検索シートは国立国会図書館サーチの API（外部提供インタフェース）を利用して、

キーワードや NDC などを基に、NDL 書誌データとして、全国書誌データおよび当館の蔵書目録の
書誌データを検索するものです。 

API は、SRU という検索用 API を使っています。キーワードの検索欄では、国立国会図書館サー
チの簡易検索と同様の検索（複数の単語をスペースで区切ることによる and 検索など）が行えます。 

検索結果の上限は、最大 500 件までです。（参照：国立国会図書館サーチ 外部提供インタフェー
ス仕様書 （第 1.12 版）p.9） 

 

■参考 1■ NDL-OPAC を使用する場合 

 
1.NDL-OPAC の詳細検索で、キーワード「角幡唯介」で検索します。 
2.検索結果一覧をダウンロードします。（詳細は配布資料（4）-1 別紙 1『全国書誌データの利

活用』 別紙 書誌データのダウンロードとリスト作成実演」の「実演 1 NDL-OPAC を検
索し、書誌データをダウンロードする」を参照） 

3.不要な行や 2 行に折り返してしまっている書誌データ等を調整し、Excel に取り込みやすくす
るため、ダウンロードしたテキストファイルをテキストエディタで加工します。（正規表現が
使用できるテキストエディタを使用してください。詳しくは配布資料（4）-1 別紙 2「コラ
ム：書誌データ利活用（5） ―テキストエディタを使った NDL-OPAC ダウンロードファイル
の加工」を参照） 

4.加工したテキストファイルを、Excel に取り込んで保存します。 
  

「角幡唯介」（かくはた ゆうすけ）をキーワードで検索したリストを作成し、レファレンス協

同データベースの調べ方マニュアルの「関連ファイル」に登録してください。 

【ヒント】書誌データ検索シート 
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■参考 2■ NDL 書誌データ検索シートの検索項目の変更 

キーワードではなく、その作成者（著者）だけにしてデータを表示したい場合、Excel のマクロ

を修正し、API への命令を書き換えることで、可能となります。※ 
※国立国会図書館サーチで提供するAPIの詳しい仕様は『国立国会図書館サーチ 外部提供インタフェ

ース仕様書』を確認ください。  
→ http://iss.ndl.go.jp/information/api/ 

 
【マクロの修正方法（Excel 2013 の場合）】 
 
1. エクセルの「開発」タブをクリックし、

「Visual Basic」をクリックし、マクロの編

集画面を表示します。 
(開発タブの表示は、ファイル→オプション

→リボンのユーザ設定で可能となります。) 
 
 
 

 
 
2. 標準モジュールの Module1、「Search」の以下の個所を修正し、保存します。 
 

Sub Search(num_item As Integer, offset As Long, keyword As String, NDC As String, NDLC As String, 
SortBy() As String, row As Integer) 
    Dim Url As String 
    Dim Query As String 
    Dim qc As Integer 
     ' 検索するなら消しましょう 
    cleareResult 
    'Url = 
"http://iss.ndl.go.jp/api/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&recordSchema=dcndl&onlyBib=true&re
cordPacking=xml" 
    Url = 
"http://iss.ndl.go.jp/api/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&recordSchema=dcndl&onlyBib=true&re
cordPacking=xml" 
    Url = Url & "&maximumRecords=" & num_item ' 検索結果の最大数 
    Url = Url & "&startRecord=" & offset 
    ' CQLクエリ作るよっ 
    Query = "&query=" 
    qc = 0 
    If keyword <> "" Then 
        keyword = urlEncode(keyword) 
        Query = Query & "anywhere%3d%22" & keyword & "%22" 
        qc = qc + 1 
    End If 
 

「creator」（作成者）に修正する。 

※anywhereはキーワード検索の意味です。 

出版者で検索したい場合は「publisher」にしてください。 

マクロの編集画面 
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2. 選択問題（4 問） 

(1) 選択問題① リストの作成（難易度：★☆☆） 

 
 

■解答■ 

書誌データ取得シートに ISBN を入力し、リストを作成します。 

書誌データ取得シートに、バーコードリーダーでブックカバーの ISBN バーコードを読み込むこと

で、簡単にまとめて書誌データが取得できます。 

 

■解説■ 

書誌データ取得シートは国立国会図書館サーチを利用して、ISBN を基に、NDL 書誌データを検
索するものです。 

API は、SRU という検索用 API を使っています。入力した ISBN ごとに該当する図書の検索を行

い、該当する図書が存在する場合には、その書誌データを取得することができます。 

ただし、件数が多い場合、時間がかかりすぎたり、ネットワークエラー発生時にやり直すことになったりす

る可能性があるため、適当な冊数（30 冊程度）に分けて取得してください。なお、このシートでは ISBN が
入力されていない行を検知して、取得を終了するように設計されているため、途中に ISBN が抜けている

行を含むことはできません。 

■参考■ バーコードがついていない場合 

ISBN バーコードがなく ISBN の数字のみが記載してある資料の場合は、ISBN を直接手入力してく

ださい。ハイフンは省略してかまいません。 

 

 

 

バーコードリーダーを使って、ブックカバー※の ISBNバーコードをもとに書籍 10冊分

のリストを Excel で作成してください。 

作成したファイルは、レファレンス協同データベースの調べ方マニュアルの「関連ファ

イル」に登録してください。 

※ブックカバーは室内に置いてありますので、お好きなものを 10 冊分お持ちになって

ください。 

 

ISBN を表示した上段のバーコードを読み取る 
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(2) 選択問題② 検索結果の分析（難易度：★★☆） 

 
 
■解答■ 

  ①データ件数の違い 件数：NDL-OPAC 78 件 書誌データ検索シート 39 件  

（2015 年 7 月 15 日現在） 

②データ件数が違う理由 主に、NDL-OPAC では記事データ（雑誌記事）を取得するが、書誌デ

ータ検索シートでは、記事データ（雑誌記事）を取得していないため。 
 NDL-OPAC が取得しているデータの資料種別：記事（雑誌記事）・図書・地図・電子資料 
 書誌データ検索シートが取得しているデータの資料種別：図書・地図・電子資料 

 

■解説■ 

国立国会図書館サーチの中にあるデータは、検索対象のグループごとに区分されています（検索

対象のグループを「データプロバイダ」と呼びます）。記事データ（雑誌記事）と NDL 書誌データ

は、データプロバイダが異なります。書誌データ検索シートは、NDL 書誌データのデータプロバイ

ダを検索するようになっています。 
また、上記以外の理由でも NDL-OPAC と書誌データ検索シートでは、検索結果に違いが生じる

ことがあります。これはデータ提供のタイムラグ（国立国会図書館サーチは NDL-OPAC で書誌デ

ータを提供してから、おおむね 2 日後の提供となります）や、データに含まれる項目（内容細目・

目次情報）の違いなどに起因するものです。以下、今回の「西之島」の検索を基に例を示します。 
んｄぉぱ 

 

 

 

 

  

「西之島」をキーワードとして、NDL-OPAC と書誌データ検索シートの両方で検索し、検索結果

を比較して、以下の点をレファレンス協同データベースの調べ方マニュアルの「調べ方」の欄

に登録してください。 

①データ件数の違い NDL-OPAC  件  書誌データ検索シート  件 

②データ件数が違う理由                     

 

例 1 雑誌記事以外で、NDL-OPAC に出力されるが、書誌データ検索シートに出力されないデータ 

（キーワード「西之島」、「広範囲に検索」チェックあり※） 
書誌 ID 資料種別 請求記号 タイトル 理由 

026345114   地図  YG25-Z-1905  地すべり地形分布図 Landslide Maps. 

第 58 集 (鹿児島県域諸島)  

内容細目に「西之」表と中「之島」が入

っており、OPAC のキーワード検索で

検索されるため。 

000003578008   地図  YG4-Z-M-2259  吐[カ]喇群島諸分図日本・南西諸島  内容細目に「西之」浜漁港と中「之島」

港が入っており、OPAC のキーワード

検索で検索されるため。 

000008411446   地図  YG4-Z-M-277  吐[カ]喇群島諸分図日本・南西諸島  内容細目に「西之」浜漁港と中「之

島」港が入っており、OPAC のキーワー

ド検索で検索されるため。 

※「広範囲に検索」の場合、バイグラム検索（2文字ずつで区切られたキーワードを検索する方法）が行われます。 

チェックをはずすとあらかじめ設定したキーワードで検索をします。 

例 2 書誌データ検索シートに出力されるが、NDL-OPAC に出力されないデータ（キーワード「西之島」） 
書誌ＩＤ 資料種別 請求記号 タイトル 理由 

000008705641 地図 YG25-Z-1190 父島列島地域の地質 注記に「分図：西之島」とある。 

OPAC のキーワードの検索では、注記を

検索対象としない。 

（ただし、検索項目として「注記」のみを検

索することは可能。） 

000002973222 図書 GC128-E47 豊田町誌 別編 2 国立国会図書館サーチの目次情報に「西

之島の熊谷康家」とあり。OPAC には目

次情報なし。 
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(3) 選択問題③ レファレンス事例の登録（難易度：★★★） 

 

■解答■ 

基本的な登録の手順は配布資料（4）-3 別紙 1 の通りです。具体的な記入の仕方については、以下

の例をご覧ください。今回の研修会で使用している研修環境にも同じデータをアップロードしてい

ますので、ログインした状態で以下の URL をご参照ください。 
http://crd-test.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1100091927  
 

 
 
 
  

以下の質問に対して調査を行い、その結果をレファレンス事例として登録してください。 

 

「香川県は直島にある地中美術館というところに行くので、下調べをしに来ました。知

人から、この美術館の建築と作品について図版とともに詳しく解説した書籍が刊行され

ていると聞いたのですが、タイトルを忘れてしまいました。国立国会図書館に所蔵して

いるとは聞いていたので NDL-OPAC を「地中美術館 解説」という語で検索したのです

が、見つかりません。本当に所蔵があるか調べていただけないでしょうか。」 

ヒント：美術館の公式ウェブサイト 売店（ストア）の案内 国立国会図書館サーチ 

 

質問内容は端的に要約する。 

最終的に質問者へ伝えたことを記載
 

調査の手順を記入する。「○○にこ
う書いてあった」だけでなく、その
○○をどうやって探したのか、など
を記載するとよい。 

調査のスタート時に質問者から既に
得られていた情報を記入する。 

ウェブページも必ず記載。URLとア
クセス日も忘れずに！ 

図書資料については参考資料入力支
援機能を使うと入力が便利です！ 

調査の種別、内容や質問者の種類
を分類しておくと、後でデータを
見返す時に便利です。（例：質問者
が子どもの場合と大人の場合では
回答内容も変わってくるため） 

照会先や寄与者は今回使いません。 
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(4) 選択問題④ 登録データへのコメント（難易度：★☆☆） 

 

■解答■ 

基本的な登録の手順は配布資料（4）-3 別紙 1 の通りです。解説書だけでは不明な方はレファレン

ス協同データベースのマニュアルをご覧いただくか、事務局までお問い合わせください。 

 

レファレンス協同データベース・システム操作マニュアル（参加館用） 6-2. コメント 

https://crd.ndl.go.jp/jp/help/crds/support.html#chap6-2  

 

---APENDIX--- 

■参考となるウェブページなど■ 

【全国書誌データ】 

 全国書誌データ提供 

サービス概要や全国書誌データの提供方法などが掲載されています。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/jnb/index.html 

 書誌データ Q&A 

NDL-OPACの書誌データや典拠データなどについて、よくあるご質問にお答えするページで

す。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/faq/index.html 

 NDL 書誌情報ニュースレター  

国立国会図書館の書誌データの作成と提供に関するニュースやトピックを、まとめてお知

らせするニュースレターです。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/bib_newsletter/index.html 

 書誌データ利活用説明会  

過去の書誌データ利活用説明会やイベントの紹介です。 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/data_service/event.html 

 外部提供インタフェース（API）  

国立国会図書館サーチで提供する API の説明です。 

http://iss.ndl.go.jp/information/api/ 

  

【レファレンス協同データベース】 

 事業に参加するには  

申請方法や、「事業の実施要項」「事業参加規定」などが記載されています。  

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/entry.html  

 主な活動記録・予定 

レファ協事務局で実施している各種研修会の概要や使用した資料が掲載されています。 

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/history.html  

 刊行物    

パンフレットやチラシのほか、ブックカバー、壁紙、うちわ、ペーパークラフト、れはっち素材

集などレファレンスやレファ協の説明などにご活用ください！ 

http://crd.ndl.go.jp/jp/library/publication.html  

レファレンス協同データベースのコメント機能を使用し、自身が作成した必須問題・選

択問題の回答に、難しかった点や感想・質問をコメントとして登録してください。 
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