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平成 28 年度 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 

ワークショップの進め⽅（全国書誌版） 

 
1. はじめに 

このワークショップでは、講義で学んだことを職場に戻って実際に活用していただけ

るよう、国立国会図書館（NDL）の書誌データやレファレンス協同データベースをご自

身の業務の中でどのように活用できるかを考えていただきます。グループごとに、利用

することのメリット、現状の業務の問題点や、利用にあたっての課題を洗い出し、活用

方法を検討していただきます。検討結果は、最後に発表していただきます。 

グループ内での議論や講師からのコメントで、課題を共有したり、新たな活用方法を

発見したり、活用までの道筋をみつけていただければ幸いです。 

 

2. 使⽤するもの 
＜全国書誌＞ 

・分析シート（記入例）／（個人用） 

・分析シート（発表まとめ用） 

＜共通＞ 

・レファレンス協同データベース研修環境 

   ※このワークショップでの研修環境の利用方法は、通常の『レファレンス協同

データベース事業データ作成・公開に関するガイドライン』に基づくデータ登

録とは異なる、特殊な利用方法です。通常のデータ登録、公開にあたっては、

ガイドラインに沿って作業していただくよう、お願いいたします。 
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3. 全体の流れ 
 

 

 

4. タイムテーブル 

時間 実施内容 

15:35-15:40（5 分） ワークショップ導入説明 

15:40-15:50（10 分） ① 各自で分析シート（個人用）に記入 

15:50-16:30（40 分） ② グループ検討 

（5分）自己紹介、役割決定（司会者兼発表者 1名、発表内容記録者

1名） 

（15 分）グループ内で一人ずつ分析シートの内容を発表 

（15 分）グループ発表に向けて検討 

（5分）発表まとめ、レファレンス協同データベースの研修環境への

登録 

※レファレンス協同データベースへの登録作業は、話し合いと並行し

て行っていただいても構いません。16:30 までに登録を完了します。

16:30-17:00（30 分） ③ グループ発表（1グループ 3分）、コメント 

 

5. 作業詳細 

① 各⾃で分析シート（個⼈⽤）に記⼊（10 分） 
分析シート（個人用）に記入いただきたい内容は以下の通りです。記入例も参考に

してください。 

 ご自身の業務の中で、NDL の書誌データを活用できそうな業務を選択肢（選

書・発注、目録作成、文献リスト作成、その他）の中から選択してください。

その他を選択し、想定する業務を具体的に記入していただいてもよいです。 

 ＜ア＞には、NDL の書誌データをどのように使用したいのか記入してください 

 ＜イ＞には、その業務について現在はどのように行っているのか記入してくだ

さい。 

 ＜ウ＞には、NDL の書誌データをなぜ利用するのか、その理由（NDL の書誌

データのメリット）、現在の作業の問題点、書誌データを利用するにあたって、

解決しなければならない課題や懸念事項を記入してください。現在の作業の問

題点や、利用にあたっての課題・懸念事項については、特になければ記入して

いただく必要はありません。 

※この分析シート（個人用）については、提出を求めるものではありません。 

①各⾃で分析シート
（個⼈⽤）に記⼊ 

②グループ検討 ③グループ発表 
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② グループ検討（40 分） 
以下のような流れでグループ検討を行ってください。（ ）はおおよその目安時間

です。 

(1) 参加者同士で自己紹介を行い、司会兼発表者を 1名、記録担当を 1名決定しま

す。（5分） 

司会兼発表者：グループ検討の司会進行・議論の整理を行い、検討結果を発表

します。 

発表内容記録者：発表用シートの内容をレファ協の研修環境に入力します。 

(2) 各自で記入した分析シート（個人用）の内容を、一人ずつ順にグループ内で発

表します。（15 分） 

(3) 発表する事例を 1つ選択し、以下の点を発表できるよう、グループで検討しま

す。なるべくいろんな図書館で参考になるような事例を選びます。（15 分） 

 

 

 

＜A＞は個人用シートでの選択肢の内容（選書・発注、目録作成、文献リスト

作成、その他）に該当します。 

＜B＞には利用方法を具体的に書きます。 

※NDL の書誌データを利用するにあたって、担当者や担当者の所属機関だけで

なく、他機関の協力を得られれば、よりよくデータの活用ができる可能性

があります。「誰が」実現するのかについては、国立国会図書館、地方自治

体、地域の別の図書館、システム業者、民間 MARC 作成業者など、幅広く設

定していただいて構いません。さまざまな視点から、実現のために必要な

要素を検討してください。 

(4) 発表内容をレファレンス協同データベースに登録します。登録作業はいつから

開始していただいてもよいですが、16:30 までに内容を登録してください。登

録方法は次のページをご覧ください。（5分） 

 
※職員が巡回しておりますので、お気軽に声をかけ、ご相談ください。職員から質問

をさせていただくこともあります。 

 

  

＜A＞どのような場合に NDL の書誌データを利⽤できるか。 

＜B＞誰が、どのようにすると A を実現できるか。そのために必要な要素は何か。



平成 28 年度全国書誌データ・レファレンス協同データベース 
利活用研修会 

平成 28 年 8 月 5 日・8 月 19 日 
ワークショップの進め方 

＜レファレンス協同データベース研修環境への登録＞ 
○レファレンス協同データベース研修環境 

https://crd-test.ndl.go.jp/reference/user.php 

 

ユーザ名：、パスワードを入力し、「ログイン」します。 

 

「新規登録」を選ぶと以下の画面となりますので、「調べ方マニュアル」タブをクリッ

クしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

ユーザ名：＊＊＊＊＊ パスワード：＊＊＊＊＊ 
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https://crd-test.ndl.go.jp/reference/user.php
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グループで議論した内容を、発表しやすいようにまとめたものを、以下のように入

力します。 

 

 管理番号：会場名とグループ名を記入します。（例：東京-書誌①） 

 公開レベル：「自館のみ参照」を選択します。 

 調査テーマ：「会場名 － グループ名：全国書誌データをどのように活用するか」

を入力します。（例：東京－書誌①：全国書誌データをどのように活用するか） 

 調べ方：＜A＞、＜B＞の発表内容を記入します。 

（余裕があれば、「備考」に上記の発表内容にいたった議論の経緯を記入します） 

 

「登録」をクリックすると登録完了です。 

 

 

 

③ グループ発表 

・1グループあたり、3分で発表してください。 

・レファレンス協同データベースの研修環境に登録した発表内容をスクリーンに映し、

発表していただきます。なお、スクリーンへの投影は、事務局が行います。発表者は各

自のお席で発表してください。 

・発表後、講師がコメントを行ったり、質疑応答の時間を設けます。 
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どのような場合
に使⽤するか

＜ア＞NDLの書誌データを
どのように利⽤したいか

＜イ＞現在はどのように作業を
しているか

＜ウ＞NDLの書誌データを利⽤するにあたって

選書・発注

⽬録作成

⽂献リスト作成

その他

寄贈資料の⽬録作成に利⽤
し、データをOPACで公開
し、貸出や閲覧で利⽤でき
るようにしたい。

地域の蔵書家の⽅から資料を寄
贈いただいたが、⼿を付けられ
ずそのまま置いてある。

＜現在の作業の問題点＞
・受け⼊れ時に資料リストがなかった。
・刊⾏年が古い資料が多く、使⽤しているMARCにデータがなさそう。
・イチから書誌を⼊⼒するのは⼿間がかかる。
＜NDLの書誌データを利⽤する理由、NDLの書誌データのメリット＞
・刊⾏年の古い資料もカバーしている。
・無料で利⽤できる。
・システムに取りこめば⽬録作成の⼿間が省ける。
＜NDLの書誌データを利⽤するには、どのような課題があるか＞
・利⽤している図書館システムは、NDLサーチのAPIに対応していないが、ファイルでの取
込が可能。
・図書館システムで取り込めるファイル形式が分からない。

選書・発注

⽬録作成

⽂献リスト作成

その他

選書リスト、発注リストを
作成したい。

・選書会議の資料には、書店か
らのチラシやカタログ、教職員
や各担当からのリクエストを印
刷したものを使⽤している。
・発注の際には、ウェブサイト
からコピー＆ペーストなどの⼿
作業で発注リストを作成してい
る。

＜現在の作業の問題点＞
・紙で選書するもの以外に、各⾃で作成する選書リストの形式がバラバラ。
・発注リストの作成に⼿間がかかる。
＜NDLの書誌データを利⽤する理由、NDLの書誌データのメリット＞
・無料で利⽤できる。
・NDLに到着した資料で書誌データが作成されているので、確実に出版されていることがわ
かり、書誌事項が正確。
＜NDLの書誌データを利⽤するには、どのような課題があるか＞
・カタログで選書するもの以外は、「NDL書誌データ検索シート」などで⼊⼒してもらって
データでもらえるものはデータでほしい。リクエストをする教職員や各選書担当に協⼒して
もらえるか。
・選書や発注の時点で、必要な資料がNDLに納本されているか。

ワークショップ（グループ討議）：全国書誌：分析シート  ＜記⼊例＞
記⼊例

ワークショップ（全国書誌）
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ワークショップ（グループ討議）：全国書誌：分析シート  ＜個⼈⽤＞
どのような場合
に使⽤するか

＜ア＞NDLの書誌データをどのよう
に利⽤したいか

＜イ＞現在はどのように作業をし
ているか

＜ウ＞NDLの書誌データを利⽤するにあたって

選書・発注

⽬録作成

⽂献リスト作成

その他

＜現在の作業の問題点＞

＜NDLの書誌データを利⽤する理由、NDLの書誌データのメリット＞

＜NDLの書誌データを利⽤するには、どのような課題があるか＞

ワークショップ（全国書誌）
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分析シート（発表まとめ用）

ワークショップ（グループ討議）：全国書誌：分析シート  （グループ名：      ） ＜発表⽤まとめ＞

＜A＞どのような場合にNDLの書誌データを利⽤したいか ＜B＞誰がどのようにするとAが実現できるか。そのために必要な要素は何か

ワークショップ（全国書誌）
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