
第 3 部 実習 

問題 1 

次のレファレンス質問に対して、調査して回答を作成し、レファレンス協同データベ

ースのレファレンス事例に登録してください。 

山尾悠子という作家の「初夏ものがたり」という作品がもう一度読みたい。複数の短編か

らなるものだったと思う。 

【作業１】NDL 書誌データ検索シートを利用して、山尾悠子の著作リストを作成し

てください。 

リストの資料にあたって「初夏ものがたり」が収録されていないか調査し（たこ

ととし）、収録資料が判明（注 1） 

【作業 2】回答をレファレンス協同データベースのレファレンス事例に登録してくだ

さい。【作業１】で作成した著作リストも関連ファイルとして登録してみましょう。 

（注 1）本のタイトルは、別途お配りした資料に掲載しています。 

※実際には、各種データベースや冊子体のレファレンスツールをひくなど、文学作品を

探す方法はいろいろあります。 
この実習では、「データベース等の調査では見つからなかったので、関連資料リスト

を作成して調査する」という方法をとることにします。 
※レファレンス調査の際、自館に関連資料があまり多くなさそうな時は、あらかじめ全

国書誌データを視野に入れておくのも一つの方法です。自館資料の調査後、他機関に

協力レファレンスを依頼するなど、調査の幅を広げることができます。 
 

■解答■【作業１】 

1. 「NDL 書誌データ検索シート（ndls_search_Ver1_2.xlsm）」の作成者欄に、「山尾

悠子」と入力して検索する。（→ 参考資料② を参照） 
2. 検索結果件数に応じて表示件数を変更し、再検索する。 
3. 検索結果を Excel で保存する。別ファイルや別シートにコピーし、加工してもよい。 

※ Excel に項目を追加し、調査済や所蔵館などのチェックやメモを入れられるように

してもよいでしょう。 

 



■解答■【作業 2】 

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。 

2. 新規登録ボタンを押して「レファレンス事例」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、レファレンス事例を登録する。 
調査用に作成したブックリストも、関連ファイルとしてアップロードする。 

※ 問題 1 で作成した山尾悠子の著作リストも登録しておくと、別の人や機関が、山尾

悠子のほかの作品を探す場合の参考になります。 
調査で判明した内容細目を、著作リストに追記してもよいでしょう。 

 

問題 2 

適当なテーマを設定して、用意してあるブックカバーから 10 冊分程度を選び、NDL
書誌データ取得シートを利用して、ブックリストを作成してください。 
作成したブックリストなどを、レファレンス協同データベースの調べ方マニュアルに

登録してください。 

例) 資格試験に役立つ本、保育に関する本、暮らしの中の法律を調べるには、 

高校生に読んでほしい時代小説 10 選、ビジュアル日本の伝統文化、など… 

 

■解答■ 

1. 「NDL 書誌データ取得シート（ndls_harvest_Ver1_4.xlsm）」の ISBN 欄に、バー

コードを利用して ISBNを入力する。バーコードがない場合は、ISBNを手入力する。

（→ 参考資料① を参照） 
2. 取得ボタンを押して、書誌データを取得する。 
3. 取得結果を Excel で保存する。別ファイルや別シートにコピーし、加工してもよい。 

※ Excel の並べ替え機能を利用して、タイトルの 50 音順に並べなおしてもよいでしょ

う。 

4 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。 
5. 新規登録ボタンを押して「調べ方マニュアル」を選択する。 
6. レファレンス協同データベースに必要事項を入力し、調べ方マニュアルを登録する。 
作成したブックリストを、関連ファイルにアップロードする。 
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レファレンス事例詳細(Detail of reference example)

[転記用URL] http://crd-test.ndl.go.jp/reference/detail?page=ref_view&id=1100098147

提供館
(Library)

平成30年度全国書誌・レファレンス協同データベース利活用研
修会 (1300150)

管理番号
(Control number)

東京／関西－B－解答例

事例作成日
(Creation date)

2018年07月25日 登録日時
(Registration date
)

2018年07月25日 18時00分 更新日時
(Last update)

2018年07月26日 09時56分

公開レベル
(Access level)

自館のみ参照

質問
(Question)

山尾悠子という作家の「初夏ものがたり」という作品を探している。複数の短編からなるものらしい。

回答
(Answer)

ご照会の作品は、次の単行本に収録されています。

山尾悠子 著『オットーと魔術師 : SFファンタジー』集英社, 1980. (集英社文庫. コバルトシリーズ)

「初夏ものがたり」の内容と目次情報は以下の通りです。
第一話　オリーブ・トーマス　p.76
第二話　ワン・ペア　p.113
第三話　通夜の客　p.148

第四話　夏への一日　p.185

回答プロセス
(Answering process)

1.　NDLサーチ、Webcat Plus （国立情報学研究所）などのデータベースで「初夏ものがたり」を検索した
。→ヒットせず

2.　作品集や全集等に収録されていても、書誌データにはとられていない可能性がある。→現物にあたって
目次を確認することにした。

3.　国立国会図書館の書誌データを「山尾悠子」で検索して著作リストを作成し、目次に「初夏ものがたり
」がないか調べたところ、『オットーと魔術師 : SFファンタジー』に収録されていた。

山尾悠子著作リスト

事前調査事項
(Preliminary research)

NDC 小説．物語  (913)

参考資料
(Reference materials)

山尾悠子 著 , 山尾, 悠子, 1955-. オットーと魔術師 : SFファンタジー. 集英社, 1980. (集英社文庫. コバルトシ
リーズ)
 http://iss.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001473213-00 

キーワード
(Keywords)

照会先
(Institution or person inquir
ed for advice)

寄与者
(Contributor)

Twitter

新着データ

もっと見る

未解決事例
信号の色はなぜ、どうやって
決められたのか。
【加賀毛バリについて】 　加
賀毛バリの名人とされる、愛
久保弥....

【蒔絵職人について】 　五十
嵐随甫、川村是外、正之とい
う蒔絵....

もっと見る

参加館アクセスランキング
黒板のはじまりについてわか
る資料はあるか。
増上寺の徳川家の墓の発掘の
記録が見たい。
芥川龍之介の「乱（反乱？）
」が読みたい。隠れキリシタ
ンが火あ....

全体のランキングを見る

データの紹介
おすすめデータ（一般用）
おすすめデータ（参加館用）
その他のデータ紹介
新規・更新データRSS配信
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備考
(Notes)

※関連ファイルについて
「NDL書誌データ検索シート（ndls_search_Ver1_2.xlsm）」でデータを取得した後、データの部分だけ別フ
ァイルに保存しました。
13行目の「オットーと魔術師 : SFファンタジー」の部分タイトル（＝内容細目）欄に、目次の内容を転記し
ました。

調査種別
(Type of search)

文献紹介 内容種別
(Type of subject)

質問者区分
(Category of ques
tioner)

登録番号
(Registration number)

1100098147 解決/未解決
(Resolved / Unre
solved)

解決

ローカル項目

●新規コメント

付与者：平成30年度全国書誌・レファレンス協同データベース利活用研修会 

　

◀トップへ戻る

国立国会図書館ホーム  国立国会図書館サーチ  リサーチ・ナビ  レファ協事業について  参加館一覧  サイトポリシー  お問い合わせ

国立国会図書館 All Rights Reserved, Copyright(c) National Diet Library
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トップ > 詳細検索 > 検索結果一覧 > 調べ方マニュアル詳細
◀検索結果一覧へ戻る

調べ方マニュアル詳細(Detail of search guide data)

[転記用URL] http://crd-test.ndl.go.jp/reference/detail?page=man_view&id=2100000579

提供館
(Library)

平成30年度全国書誌・レファレンス協同データベース利活用研
修会 (1300150)

管理番号
(Control number)

東京／関西－C－解答例

調べ方作成日
(Creation date)

2018年07月25日 登録日時
(Registration date
)

2018年07月25日 18時16分 更新日時
(Last update)

2018年07月26日 09時56分

公開レベル
(Access level)

自館のみ参照

調査テーマ
(Title of the search guide)

日本の伝統文化をビジュアルで紹介している本

調べ方
(Contents of the search guid
e)

和食や着物、落語などの日本の伝統文化を、図や写真を交えてわかりやすく紹介している本のリストです。

下記の「日本の伝統文化」（Excelファイル）をご覧ください。

日本の伝統文化

NDC  

参考資料
(Reference materials)

キーワード
(Keywords)

備考
(Notes)

※関連ファイル作成時の注意
「NDL書誌データ取得シート（ndls_harvest_Ver1_4.xlsm）」でデータを取得した後、データの部分だけ別フ
ァイルに保存します。
項目名の行を別途コピーし、1行目に「値のみ貼りつけ」でテキストだけを貼りつけると、ファイルを開い
た時にエラーが出ません。

登録番号
(Registration number)

2100000579 完成/未完成
(Complete / Inco
mplete)

ローカル項目

●新規コメント

付与者：平成30年度全国書誌・レファレンス協同データベース利活用研修会 

Twitter

新着データ

もっと見る

未解決事例
信号の色はなぜ、どうやって
決められたのか。
【加賀毛バリについて】 　加
賀毛バリの名人とされる、愛
久保弥....

【蒔絵職人について】 　五十
嵐随甫、川村是外、正之とい
う蒔絵....

もっと見る

参加館アクセスランキング
黒板のはじまりについてわか
る資料はあるか。
増上寺の徳川家の墓の発掘の
記録が見たい。
大津市の大宮川の水源や長さ
・流路を知りたい。

全体のランキングを見る

データの紹介
おすすめデータ（一般用）
おすすめデータ（参加館用）
その他のデータ紹介
新規・更新データRSS配信
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