「総合目録−図書中級」
第1回
問題例集 ＜抜粋＞

Ⅰ . 目録の基礎
図書中級も図書初級と同様に、全体が5つの分野に分か
れています。
まずはじめに、和図書・洋図書に共通の、書誌を作成す
る際に必要な基礎知識に関する設問群です。おもに『目録
情報の基準』と『目録システムコーディングマニュアル ( 以
下コーディングマニュアル )』から出題されており、今回は
すべて文章の穴埋めで、解答方法は四者択一方式でした。
問16 〜問21は AL フィールドに関する文章ですが、ここ
ではその中から問16 〜問19について紹介します。なお、こ
の部分の問題は『目録情報の基準』
（4.4著者標目形の管理）
から出題されています。
・次の文章を読んで以下の問16 〜 21に答えなさい
【a】のために、AL フィールドを使用する。
目録作業時には、記述対象資料の著者標目に対応する著者名典拠
レコードを作成し、著者名リンクを形成することができる。ただし、
対応する著者名典拠レコードが既に作成されている場合は、リンク
形成のみを行う。
リンク形成を行うと AL フィールドには、リンク先著者名典拠レコー
ドのレコード ID が表示される他、さらにリンク先著者名典拠レコー
ドの【b】が表示される。これによって、
【c】が統一されることになる。
リンク形成を行わない場合、
『目録情報の基準』8の条項に従いつつ、
AL フィールドに【d】を記録する。
AL フィールドには、必要に応じて、会議の回次等を記録する。
また、
【e】の標目であることを示す【f】フラグとしてアステリスク（*）
を記録することもできる。

問16

【a】に入る最も適切なものを選びなさい。
① 著者の記述
② 著者名のヨミの検索
③ 著者名典拠コントロール
④ 同姓同名著者の生年月日確認

問17
【b】に入る最も適切なものを選びなさい。
①
②
③
④

著者
著者の生年月日
著者名のヨミ
統一標目形

問19

【d】に入る最も適切なものを選びなさい。
① 著者
② 著者の生年月日
③ 著者標目形
④ 著者名のヨミ

II. 書誌作成・和図書
次に、和図書の書誌レコードを作成する場合に必要な知
識を問う設問群です。おもに『コーディングマニュアル』の
「第2章 和図書書誌レコード」と『日本目録規則』から出題さ
れています。

問35
ある小説がフランス語で刊行された後、英語に翻訳され刊
行された。さらにその後、その英語版を日本語に翻訳した
ものが刊行された。この日本語版の図書の書誌について、
ORGL フィールドに入るコードとして最も適切なものを選
びなさい。
① fre
② eng
③ jpn
④ freeng
⑤ mul

問41
TR フィールドのデータ要素の情報源であるものには①を、

そうでないものは②を、それぞれ選びなさい。
標題紙裏

III. 総合・和図書
第3分野は、和図書に関する、より実践的な設問群です。
情報源から各フィールド要素を適切に読み解く力があるか
を問うています。実務に携わっている方が多く受験された
せいか、全般的に高得点でした。

• 図3-2の図書の書誌を新規に作成することになった。
標題紙

奥付

哲学と倫理学の
バランス
鷲田

清一

------------------------------------------2003年5月10日 初版第1刷発行
2004年1月15日 初版第2刷発行
©2003 Kiyokazu Washida

思想史学会

問18

【c】に入る最も適切なものを選びなさい。
① 生年月日の表記形
② 著者
③ 著者標目の形
④ 著者名のヨミ
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思想史基礎講座3 倫理学シリーズ1
哲学と倫理学のバランス
非売品

図 3-2

著者 鷲田清一
発行所 思想史学会
〒101-0051 東京都西東京市新町1-20
武蔵野大学文学部内
印刷製本・図書印刷

-------------------------------------------

・思想史基礎講座1
世界思想史の系譜
・思想史基礎講座5 倫理学シリーズ2
ドイツ倫理学の現在

（参考）

• 書誌を新規に作成する場合、図3-2の情報源にある各デー
タのうち、問80 〜 82に挙げる内容をどのフィールドで

記述するのが最も適切か、それぞれ選択肢から選びなさ
い。

問80
「哲学と倫理学のバランス」
① VOL フィールド
② TR フィールドの本タイトル
③ TR フィールドのタイトル関連情報
④ PTBL フィールドの親書誌
⑤ PTBL フィールドの中位の書誌

問83
図3-2の図書について、PUB フィールドの記述として最も適切な
ものを選びなさい。
① 東京 : 思想史学会 , 2003.5
② 東京 : 思想史学会 , 2004.1
③ 東京 : 思想史学会 , c2003
④ 西東京 : 思想史学会 , 2003.5
⑤ 西東京 : 思想史学会 , 2004.1

V. 総合・洋図書
最後に、洋図書に関する、より実践的な設問群です。情
報源と書誌を見比べて、記述が正しいかどうかを判断する
問題などが出題されています。

問131

図5-1の情報源にもとづいた AL フィールドの記述として、
最も適切なものを選びなさい。
① AL:Wälde, Thomas
② AL:Werner, Jacaques

AL:Ali, Arif Hyder
AL:Werner, Jacaques
AL:Ali, Arif Hyder
AL:Wälde, Thomas
④ AL:Wälde, Thomas
AL:Werner, Jacaques
AL:Ali, Arif Hyder
⑤ AL:Wälde, Thomas
AL:Werner, Jacaques, Ali, Arif Hyder
③

¥

タイトルページ

IV. 書誌作成・洋図書
第4分野は、洋図書の書誌レコードを作成する場合に必要
な知識を問う設問群です。おもに『コーディングマニュアル』
の「 第４章 洋 図 書 書 誌 レ コ ード 」と『 英 米 目 録 規 則 』
（AACR2）から出題されました。

問106

"INTRODUCTION A L'ETUDE DU
DROIT CIVIL" を本タイトルとする場合、TR フィールド
情報源にある

の記述として最も適切なものを選びなさい。
① Introduction a l'etude du droit civil
② Introduction a l'étude du droit civil
③ Introduction à l'etude du droit civil
④ Introduction à l'étude du droit civil
⑤ Introduction â l'étude du droit civil

問113

図 5-1

A liber amicorum
: Thomas Wälde
/ edited by
Jacques Werner
& Arif Hyder Ali
Cameron May
London 2009
目次

CONTENS
Search engines, copyright and
innovative business models /
Charlotte Wälde ...........................1

情 報 源 に あ る "by Walter Allen, Michael Slater,
A.W. Pollard, G.R. Redgrave" を責任表示とする場
合、TR フィールドの責任表示の記述として最も適切なも

Legal issues of OPEC production
management practices and the law :
an overview / Melaku G. Desta ..24

Michael Slater, A.W. Pollard,
G.R. Redgrave
② by Walter Allen, Michael Slater, A.W. Pollard ...
[et al.]
③ by Walter Allen, Michael Slater, A.W. Pollard
[... et al.]
④ by Walter Allen ... [et al.]
⑤ by Walter Allen [... et al.]

Dispute prevention and dispute
settlement / Hew R. Dundas ..... 44

のを選びなさい。
① by Walter Allen,

The wisdom of international
commercial mediation and
conciliation / William F. Fox ........59
Going to pieces without falling apart
/ John P. Gaffney....................... 86
Index ........................................ 112

p.4 へつづく→
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• 図5-4の図書について、書誌を新規に作成してみたが（書
誌5-4）
、いくつか修正すべき間違いがある。問134 〜問
141に挙げるフィールドのうち、修正すべき箇所には①を、
そのままで良い箇所には②を選びなさい。
（ただしリンク
フィールドのリンク先は正しいものとする。
）
表紙

タイトルページ

edited by
ABE J. ZAKHEM, DANIEL E.
PALMER, AND MARY LYN
STOLL

edited by
ABE J. ZAKHEM, DANIEL E.
PALMER, AND MARY LYN
STOLL

STAKEHOLDER
THEORY

STAKEHOLDER
THEORY

ESSENTIAL READINGS
IN ETHICAL LEADERSHIP
AND MANAGEMENT

ESSENTIAL READINGS
IN ETHICAL LEADERSHIP
AND MANAGEMENT

FOREWORD BY NORMAN E.
BOWIE

Prometheus Books
59 John Glenn Drive
Amherst, New York 14228-2119

「総合目録−雑誌初級」
第2回
問題例集 ＜抜粋＞

○×で解答する二者択一方式です。

Ⅰ . 総合目録の概要
「概要」部分については、おもに国立情報学研究所主催・
目録システム講習会テキスト雑誌編 ( 以下『講習会テキス
ト』) の「1 目録システム概論」
、
「2 目録情報の基準」 およ
び『目録情報の基準』( 以下『基準』) の「1 総合目録データベー
スの概要」
、
「2 総合目録データベースの構造」から出題され
ています。

問2
NACSIS-CAT の書誌レコードを用いて NACSIS-ILL 依頼

タイトルページ裏

Published 2008 by Prometheus
Books
Copyright c2008 by Abe J.
Zakhem

レコードを作成できるようになっている。
ページ付け：ix, 275, vi
縦の長さ：23.0センチ
横の幅：17.3センチ

Inquiries should be addressed
to
Prometheus Books
59 John Glenn Drive
Amherst, New York 14228-2119
Voice: 716-691-0133, ext. 210
FAX: 716-691-0137
WWW.PROMETHEUSBOOKS.
COM

II. 各レコードの特徴
おもに、
『講習会テキスト』の「2. 目録情報の基準」と、
『基準』
の「8. 著者名典拠レコード」から出題されています。

問44

所蔵レコードの巻次（HLV）
は、
書誌レコードの VLYR フィー
ルドに記述された表現形式にあわせる。下記のレコードに対
して「平成22年版」を登録する場合、資料に元号及び西暦
年が併記されていたとしても、
「HLV: 2010」とはしない。

12 11 10 09 08 5 4 3 2 1
図 5-4

GMD: SMD: YEAR:2008 CNTRY:us
TTLL:eng TXTL:eng ORGL:
ISSN: NBN: LCCN: NDLCN:
REPRO: GPON: OTHN:
VOL: ISBN: PRICE: XISBN:
TR:Essential readings in ethical leadership and
management / ed. by Abe J. Zakhem ... [et al.] ;
foreword by Norman E. Bowie
PUB:New York : Prometheus Books , c2008
PHYS:ix, 275, vi p. ; 23 cm
VT:CV:ESSENTIAL READINGS IN ETHICAL
LEADERSHIP AND MANAGEMENT
AL:Zakhem, Abe J. <....>
AL:Bowie, Norman E. <….>

問138

PUB フィールドの出版年

VLYR: 平成3年版 ( 平3)-

III. 検索の仕組みと書誌の同定
書誌 5-4

検索の仕組みについては、
『基準』の「11.3 ヨミの表記及び
分かち書き規則」と『目録システム利用マニュアル』の「付
録 C インデクス作成仕様」について、又、書誌の同定につい
ては、
『講習会テキスト』
「2. 目録情報の基準」の「雑誌書誌
レコードの作成単位」についての理解を問うています。

問46
TR フィールドに記述された責任表示は、TITLEKEY の検

索対象とはならない。

問52
TR フィールドの本タイトルに「四次元」を持つ資料を検索
する場合に、
「TITLE=4ジゲン」は正しい検索キーである。
（解答は、10ページをご覧ください。）
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「総合目録−図書中級」第1回

正解と解説

＞ 問16

＞問

正解：③ 正答率：77.7%

正解：② 正答率：98.1%

単に著者を記述したり(選択肢①)、著者名のヨミを検索する(選択
肢②)だけであればリンクフィールドである必要はありません。また、
同姓同名の著者を生年月日で区別することはありますが、その確認
のため(選択肢④)にALフィールドを使用するわけではありません。複
数の書誌レコードから1つの典拠レコードにリンクして、典拠をコン
トロールするためにALというリンクフィールドを使用します。

書誌階層がありそうな情報源の表記を見て、どの部分をどのフィー
ルドに記述するか、という問題です。最下位の書誌単位がどれであ
るか、最上位はどれか、に注意して情報源を読み解きましょう。
（
『基
準』4.2 記述対象のとらえ方．4.3 記述対象のレコード上での表
現方法）

＞問

17

正解：④ 正答率：82.5%
①の「著者が表示される」
、というのは文章としてつながりません。
②の著者の生年月日と③の著者名のヨミも表示されることはありま
すが、典拠レコードに記入されていない事もありますので、正解と
は言えません。
最後に残った④は、全ての典拠レコードをリンクした場合に成立
しますので、こちらが正解です。

＞問

18

＞問

80

83

正解：④ 正答率：85.4%
PUBフィールドの出版地の記述の仕方です。間違えた方のほとん
どは①東京を選択していました。東京の特別区は「東京」と記入し
ますが、東京都でも市については市名を記入します。実際の作業に
おいても、東京で発行された図書が大部分なので、
「東京」の文字が
目に入ったらつい「東京」と記入してしまいがちです。特別区なの
か市なのかまで意識して確認するようにしましょう。
（
『日本目録規
則』2.4.1.2）

＞問

106

正解：③ 正答率：92.2%

正解：④ 正答率：15.5%

これは正答率も高く、易しかったようです。子書誌に個別に記入
するのではなく、リンク先のレコードに記入されている標目が表示さ
れるのですから、標目の形が統一される事になります。

今回の試験で全150問のうち、最も正答率が低かった問題です。
TRフィールドは転記の原則によって、単語を省略したりせずに記述

＞問

19

正解：③ 正答率：68.0%
問18とは逆に、この問19は正答率が低かったです。著者名典拠レ
コードをリンクしない場合でも、ALフィールドには資料中に表示さ
れている形ではなく、著者標目形を記入します。資料中の表示のま
まを転記するTRフィールドの責任表示と混同しないようにしましょ
う。
①の「著者」を記録する、
というのは大筋で間違ってはいませんが、
どのように記述するかについては触れられていません。②の著者の
生年月日と④の著者名のヨミは常に記入するわけではありませんの
で、③の著者標目形が最も適切と考えられます。

＞ 問35
正解：② 正答率：69.9%
資料中に原テキストのオリジナルタイトル（この問題ではフラン
ス語タイトル）が表示されていても、訳者あとがきなどに「○○の
英語版を翻訳したものである」などと記載されている事があります。
その場合はORGLフィールドには、直接翻訳対象となった資料の言
語コードを記入する事になりますので注意しましょう。
（
『コーディン
グマニュアル』2.1.9 ORGL）

＞問

41

正解：① 正答率：52.4%
洋図書では『AACR2』により、タイトルページとタイトルページ
裏とでは情報源としての重みが異なりますが、和図書の場合は標題
紙と標題紙裏とは同じ扱いとなります。つまり、標題紙が情報源だ
けれども標題紙裏は情報源ではない、というフィールドはありませ
ん。
（
『コーディングマニュアル』2.2.1E〔データ要素の情報源〕
）
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しますが、大文字使用法とアクセント符号付きアルファベットについ
ては、その言語の正書法に基づいて適切な形に修正して記述します。
（
『AACR2』1.1B1、A4A、1.0G）

＞問

113

正解：④ 正答率：63.1%
同一の役割の責任表示が4人いますので、最初の1名だけを記入し、
他は省略します。
（
『AARC2』1.1F5）
なお、省略した責任表示は、和図書ではNOTE注記に記述するよ
う『コーディングマニュアル』(2.2.1F3.4)に規定がありますが、洋
図書にはその規定はありません。

＞問

131

正解：② 正答率：58.3%
記念論文集の被記念者の扱いについての設問です。図の目次を見
ると被記念者であるThomas Wäldeの著作は収められていませんの
で、
ALフィールドに記入する事はできません。 『コーディングマニュ
(
アル』4.3.2H)

＞問

138

正解：① 正答率：73.8%
出版年が情報源上に表記されていればそれを出版年として記述し、
出版年が無くて著作権表示年が表示されている場合には、たとえば
“c2008”のように記述します。
こ の 問 題 で は、 タ イ ト ル ペ ー ジ 裏 に ”Published 2008 by
Prometheus Books” と表示がありますので、PUBフィールドの出版
年は “2008” となります。
（
『AACR2』1.4F1、1.4F6）

