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校正の記録 2018 年度分（小諸市立水明小学校におけるワークショップ）(小学校教科書)

担当 篠原由美子

はじめに

書誌事項について
タイトルをシリーズ名にするか，巻のタイトルにするか，判断が悩ましいところです。国立国会図書館のデータで
も統一がとれていないことがあります。そのため，このパスファインダーでは，TRC-MARC のデータに倣っていま
す。

１．よごれた水をきれいにする（「小 3組」作成）

【単元・教材】
〇 空欄でしたので，「人と環境」を入力しました。

【書誌事項】
◆資料リスト 1

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 地球のためにわたしたちにできること $D01 1 書名 1

551$A011チキュウ/ノ/タメ/ニ/ワタシタチ/ニ/デキル/コト $C01 000
001 $Z01 705706000000000

シリーズ 281$A01 環境教育実践シリーズ シリーズ名

581$A01 カンキョウ/キョウイク/ジッセン/シリーズ $Z01 60339500
0000000

各巻タイトル 291$A01 水をきれいにするためにできること 書名 2

591$A01 ミズ/オ/キレイ/ニ/スル/タメ/ニ/デキル/コト

累積注記 350$A01 監修:奈須紀幸

内容紹介 377$J01 この本は、環境問題について自分でできることをみつけて、
実行してもらうための本です。水をきれいにするためにできる
こと、ゴミを減らすためにできることなど、自分でできそうなこと
がすぐ見つかるはずです。

519→518

〇 著者名の表記欄では，姓と名の間のブランクを削除しました。
〇 この本は，シリーズ全体ではなく，1冊の扱いになっているので，分類を 518 にしました。
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◆資料リスト 2

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 環境とリサイクル $D01 11 書名 1

551$A011 カンキョウ/ト/リサイクル $C01 000011 $Z01 71008
9100000000

責任表示 251$F01 本間/正樹‖文 $Z01 110000893970000 $F02
大角/修‖文 $Z02 110003149570000 $F03 半
谷/高久‖監修 $Z03 110000818400000 $F04
江尻/京子‖指導 $Z04 110001789500000 $F0
5 菊池/東太‖写真 $Z05 110000318490000

著者名は上から 2人

751$A011 ホンマ,マサキ $B01 本間/正樹 $N01 110000893
970000

751$A022 オオカド,オサム $B02 大角/修 $N02 110003149
570000

751$A033 ハンヤ,タカヒサ $B03 半谷/高久 $N03 11000081
8400000

751$A044 エジリ,キョウコ $B04 江尻/京子 $N04 110001789
500000

751$A05 キクチ,トウタ $B05 菊池/東太 $N05 110000318
490000

著者紹介 751$J01 1952年生まれ。早稲田大学文学部卒業。フリーライター。
$J02 1949 年生まれ。東北大学文学部宗教学科卒
業。地人館代表。

版表示 265$A01 新版 書名１の後に記載

各巻タイトル291$A01 水のリサイクル $B01 自然のしくみと人間の社会 書名 2

分類 677$W01 K $D01 518.523 $C01 518.523 $A01 518.5
2

→518

◆ 資料リスト 3
〇 内容紹介を敬体に直しました。

◆ 資料リスト 4

TRC-MARC 変更箇所

分類 677$W01 K $D01 518.1 $C01 518.1 $A01 518.1 468→518

※ 468 は，シリーズ名全体を分類するときに使用されたものと思われます。この資料の場合は，1 冊として
扱っていますので，518 にしました。

javascript:searchAuthId('71008910000',%20'aauth')
javascript:searchAuthId('110000893970000',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('110003149570000',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('110000818400000',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('110000818400000',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('110001789500000',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('110000318490000',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('110000893970000',%20'bauth')
javascript:searchAuthId('110003149570000',%20'bauth')
javascript:searchAuthId('110000818400000',%20'bauth')
javascript:searchAuthId('110001789500000',%20'bauth')
javascript:searchAuthId('110000318490000',%20'bauth')
javascript:searchAuthId('518.523',%20'pauth')
javascript:searchAuthId('518.523',%20'eauth')
javascript:searchAuthId('518.52',%20'fauth')
javascript:searchAuthId('518.52',%20'fauth')
javascript:searchAuthId('518.1',%20'pauth')
javascript:searchAuthId('518.1',%20'eauth')
javascript:searchAuthId('518.1',%20'fauth')


長野県図書館協会「学校図書館・しらべ方案内(探求ナビ)」

3

※ 「内容紹介」は空欄です。

◆ 資料リスト 5

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 地球の環境問題シリーズ $D01 4 書名 1

551$A011チキュウ/ノ/カンキョウ/モンダイ/シリーズ $C01 000004 $N
01 004682 $Z01 700219900000000

各巻タイトル 291$A01 わたしたちの水があぶない! 書名 2

591$A01 ワタシタチ/ノ/ミズ/ガ/アブナイ

出版年月 270$D01 1991.4 →1991.04

〇 著者名の表記欄では，姓と名の間のブランクを削除しました。

【インターネット】
○ サイト名は，トップページ␣関連記事のタイトル の順にしました。

【コメント】
○ 空欄だったので，「ここで紹介した以外にも資料はたくさんあります。わからなかったら司書にたずねてみま

しょう。」を入れました。

２．水をきれいにするとりくみ（「小 6組」作成）

【トピック】
〇「水をきれいにするとりくみ｜よごれた水をきれいにするとりくみ」とありましたが，トピック名は短い方がよいので，
「水をきれいにするとりくみ」のみとしました。

【書誌事項】
◆ 概要 1
〇 『ポプラディア』は，頻出する資料なので，下記のように記述を統一しました。その表の下は，
TRC-MARC データによる『ポプラディア』１巻です。TRC のデータには責任表示はありませんが，統一した書
誌では書き入れてあります。なお，「内容紹介」が空欄だったので他でも使われている記述を入れました。
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タイトル 251$A01 総合百科事典ポプラディア $D01 1

551$A011ソウゴウ/ヒャッカ/ジテン/ポプラディア $C01 000001 $N01 017852
$M01 017852 $Z01 723086200000000

261$A01 POPLAR ENCYCLOPEDIA

版表示 265$A01 新訂版

各巻タイトル 291$A01 あ・い

591$A01 ア/イ

形態注記 347$A01 別冊付録:新訂総合百科事典ポプラディアのつかいかた 赤木かん子著 タミ
☆ヒロコ絵(48p 26cm) $A02 付:ポプラディアネットくんを紹介します! 赤
木かん子著 タミ☆ヒロコ絵(15p 26cm)

547$A01 シンテイ/ソウゴウ/ヒャッカ/ジテン/ポプラディア/ノ/ツカイカタ

547$A02 ポプラディア/ネットクン/オ/ショウカイ/シマス

内容紹介 377$J01 こどもに身近な話題を幅広く取り上げ、暮らしのなかの疑問に答える、生きる
力を育む百科事典。テーマ別に詳しく紹介した「ポプラディア情報館」と関連さ
せてあるので、調べ学習にも役立つ。新学習指導要領に対応。

児童内容紹介 377$G01 約 2万 5000 のことばを解説(かいせつ)し、50 音順にならべた百科事典。
解説文に出てくる関連項目(こうもく)は青字でしめし、さらにたどって引くことが
できます。よりくわしい情報(じょうほう)を調べられるように、テーマ別の学習資
料(しりょう)「ポプラディア情報館」の掲載(けいさい)ページものっています。

出版者 270$A01 東京 $B01 ポプラ社 $Z01 310000196870000

770$A01 ポプラシャ $N01 7764

出版年月 270$D01 2011.1

770$D01 201101
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◆概要２

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 環境 書名 1

551$A011 カンキョウ

責任表示 251$F01 枝廣/淳子‖監修 $Z01 110002535430001

751$A011 エダヒロ,ジュンコ $B01 枝広/淳子 $N01 11000
2535430000

著者のヨミ
（エダハマ→エダヒロ）

シリーズ 281$A01 ポプラディア情報館 シリーズ名

581$A01 ポプラディア/ジョウホウカン $Z01 6070116000000
00

内容紹介 377$J01 小中学生の調べ学習に必要な情報を満載した、テーマ
別の学習資料集。地球温暖化、エネルギー問題、大気
や水の汚染といった環境問題を豊富なビジュアルでわか
りやすく解説。学習に役立つ施設なども紹介する。

（追加して敬体にす
る）

◆資料 1

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 調べようごみと資源 $D01 6 書名 1

551$A011シラベヨウ/ゴミ/ト/シゲン $C01 000006 $Z01 727236
300000000

責任表示 251$F01 大角/修‖文 $Z01 110003149570000 $F02 松藤/
敏彦‖監修 $Z02 110003373990000

751$A011オオカド,オサム $B01 大角/修 $N01 110003149570
000

著者名１

751$A022マツトウ,トシヒコ $B02 松藤/敏彦 $N02 1100033739
90000

著者名 2

各巻タイトル 291$A01 水道・下水道・海のごみ 書名 2

591$A01 スイドウ/ゲスイドウ/ウミ/ノ/ゴミ

内容紹介 377$J01 ごみ処理と再資源化から、生活に身近な上下水道の処理ま
で、豊富な写真とイラストでわかりやすく紹介。6 は、水道のしく
み、よごれた水をきれいにする下水処理場、水を大切に使うくふ
うなどについて解説する。

内容

児童内容紹介 377$G01 飲み水や農業・工業用水など、わたしたちが生きていくうえで水
は欠かせない。浄水場(じょうすいじょう)から下水処理場(しょり
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じょう)まで、どのように処理されているか、写真とイラストで解説
(かいせつ)。近年、深刻(しんこく)さを増(ま)す海のごみへの取り
組みも紹介(しょうかい)する。

◆資料２

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 環境を調べる・環境を守る $D01 2 書名 1

551$A011カンキョウ/オ/シラベル/カンキョウ/オ/マモル $C01 000002
$Z01 710088700000000

各巻タイトル 291$A01 水の汚染とくらし 書名 2

591$A01 ミズ/ノ/オセン/ト/クラシ

内容紹介 377$J01 身近な生活環境を大きく左右する水。工場排水や生活排水に
よる水の汚染問題、また水の汚染の調べ方などをとりあげ、水環
境を守るためにはどうすればよいかを、詳しく解説。

内容

◆資料 3

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 まちのしごとば大研究 $D01 3 書名 1

551$A011マチ/ノ/シゴトバ/ダイケンキュウ $C01 000003 $Z01 726
545800000000

責任表示 251$F01 まちのしごとば取材班‖編 $Z01 210000068230003 著者名 1

751$A011イワサキ/ショテン $B01 岩崎書店 $Y01 マチ/ノ/シゴトバ
/シュザイハン $N01 210000068230000

各巻タイトル 291$A01 浄水場・下水処理場 書名２

591$A01 ジョウスイジョウ/ゲスイ/ショリジョウ

内容紹介 377$J01 水を処理する仕事とは? ろ過池って、どんな池? 沈殿池はなに
をする設備? 浄水場・下水処理場を見学。仕事場を写真で紹
介し、意外な仕事やさまざまな工夫を紹介します。

内容

児童内容紹介 377$G01 浄水(じょうすい)場と下水処理(しょり)場は、どちらも水を処理
する施設(しせつ)です。それぞれの役割(やくわり)は、どうちがうの
でしょうか。浄水場・下水処理場の仕事場を写真で紹介(しょう
かい)し、職員(しょくいん)の仕事やよごれた水をきれいにするため
のくふうなどを教えます。
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◆ 資料 4

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 まちの施設たんけん $D01 8 書名 1

551$A011マチ/ノ/シセツ/タンケン $C01 000008 $Z01 718258
000000000

責任表示 251$F01 林/義人‖文 $Z01 110001358500000 著者名 1

751$A011ハヤシ,ヨシヒト $B01 林/義人 $N01 11000135850
0000

各巻タイトル 291$A01 水道・下水道 書名２

591$A01 スイドウ/ゲスイドウ

各巻の責任表示 291$F01 大垣/眞一郎‖監修 $Z01 110003144400001 $F0
2 菊池/東太‖写真 $Z02 110000318490000

791$A01 オオガキ,シンイチロウ $B01 大垣/真一郎 $N01 1100
03144400000

著者名 2

791$A02 キクチ,トウタ $B02 菊池/東太 $N02 11000031849
0000

内容紹介 377$J01 人々の暮らしやまちづくりとの関わりで公共施設の役割が理解
できるように紹介するシリーズ。8巻では、まちと川の様子から、
暮らしと水について調べる。

内容

児童内容紹介 377$G01 人びとのくらしや、まちづくりと公共施設(こうきょうしせつ)が、どう
いうふうにかかわっているのかを、分かりやすくしょうかいするシリ
ーズです。第 8巻では、まちと川の様子から、暮らしと水につい
てしょうかいしています。

◆資料 5

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 日本のインフラ $B01 県別データでよくわかる $D01 1 書名 1

551$A011ニホン/ノ/インフラ $C01 000001 $Z01 72688140000
0000

451$A01 ケンベツ/データ/デ/ヨク/ワカル

責任表示 251$F01 伊藤/毅‖監修 $Z01 110002521540000

751$A011イトウ,タケシ $B01 伊藤/毅 $G01 1952〜 $N01 11
0002521540000

各巻タイトル 291$A01 水のインフラ 書名 2

591$A01 ミズ/ノ/インフラ
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内容紹介 377$J01 水道、道路、エネルギー施設…。人々の生活を支える施設、イ
ンフラストラクチャー(インフラ)について紹介。1 は、「水のインフラ」
である水道と下水道のしくみや大切さを、写真や県別データでや
さしく解説する。

児童内容紹介 377$G01 私(わたし)たちの暮(く)らしをささえるインフラ。水道と下水道とい
う「水のインフラ」について、日本でどのように普及(ふきゅう)してい
ったのかを各県別にデータで比較(ひかく)し、江戸(えど)時代や
古代ローマ時代の昔の水道はどのようなものだったのかなどを写
真で紹介(しょうかい)します。

内容

出版者 270$A01 東京 $B01 ほるぷ出版 $Z01 310000197020000

770$A01 ホルプ/シュッパン $N01 7791

出版年月 270$D01 2016.9

770$D01 201609

ジャンル名 669$A01 56：都市・土木建築

669$E01 220010090070：児童書・絵本＞児童書ノンフィクション＞
社会科＞産業・技術・建築

分類 677$W01 K $D01 510.921 $C01 510.921 $A01 510.921

各巻分類 679$W01 K $D01 518.1 $C01 518.1 $A01 518.1

【インターネット】
〇 大きなサイト名␣見出し の順にしました。
〇 ②リンクが切れていたので，東京都水道局のキッズコーナーにしました。

３．水を汚さないとりくみ（「小２組」作成）

【トピックのねらい】
〇 トピックの説明は，児童にもわかる書きかたの方がよいので，書き直しました。

【書誌事項】
◆ 概要 1

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 環境 書名 1

551$A011 カンキョウ

責任表示 251$F01 枝廣/淳子‖監修 $Z01 110002535430001

751$A011 エダヒロ,ジュンコ $B01 枝広/淳子 $N01 11000
2535430000
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シリーズ 281$A01 ポプラディア情報館 シリーズ名

581$A01 ポプラディア/ジョウホウカン $Z01 6070116000000
00

内容紹介 377$J01 小中学生の調べ学習に必要な情報を満載した、テーマ
別の学習資料集。地球温暖化、エネルギー問題、大気
や水の汚染といった環境問題を豊富なビジュアルでわか
りやすく解説。学習に役立つ施設なども紹介する。

内容追加

〇 MARC の責任表示には枝廣淳子の名前しかないこと，一般に「監修協力」は責任表示としてあつかわな
いことから，「江守正多」の書名は削除しました。
〇 発行年月の表記を修正しました。

◆ 資料 1
※資料1〜資料4は概要の箇所に入力されていましたが，一般資料として扱ってよいと判断しましたので，こ
ちらに移しました。

TRC-MARC 変更箇所

責任表示 251$F01 マリア・テルリコフスカ‖さく $Z01 120000293380001 $F
02 うちだ/りさこ‖やく $Z02 110000151780001 $F03
ボフダン・ブテンコ‖え $Z03 120000042560001

751$A011テルリコフスカ,マリア $R01 Terlikowska,Maria $P01 マ
リア/テルリコフスカ $N01 120000293380000

著者名 1

751$A022ウチダ,リサコ $B02 内田/莉莎子 $N02 1100001517
80000

著者名 2

751$A033ブテンコ,ボフダン $R03 Butenko,Bohdan $P03 ボフダ
ン/ブテンコ $N03 120000042560000

シリーズ 281$A01 世界傑作絵本シリーズ シリーズ名

282$A01 ポーランドの絵本

581$A01 セカイ/ケッサク/エホン/シリーズ $Z01 602189700000000

582$A01 ポーランド/ノ/エホン $Z01 602189710170000

分類 677$D01 E $C01 E $A01 E $G01 989.83 $F01 989.83
$E01 989.83

989

◆ 資料 2

TRC-MARC 変更箇所

責任表示 251$F01 左巻/健男‖編著 $Z01 110000472650000 作→編著
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751$A011サマキ,タケオ $B01 左巻/健男 $N01 110000472650
000

内容紹介 377$J01 私たちの生命にもっとも深く結びつき、その絶妙なるバランスで地
球環境をささえる水と空気の不思議。科学的な視点からわかり
やすく説き明かし、地球環境とどんな関連があるのかを考える。

内容追加

ジャンル名 669$A01 45：自然科学

分類 677$D01 435.44 $C01 435.44 $A01 435.44 分類変更

〇 左巻健男のフリガナは，姓と名の間にブランクを 1個分いれ，「サマキ タケオ」としました。

◆資料 3

TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 ちきゅうかんきょう 書名 1

551$A011チキュウ/カンキョウ

責任表示 251$F01 無藤/隆‖総監修 $Z01 110000976050000 $F02
高橋/日出男‖監修 $Z02 110004552070000

751$A011ムトウ,タカシ $B01 無藤/隆 $N01 1100009760500
00

著者名 1

751$A022タカハシ,ヒデオ $B02 高橋/日出男 $N02 110004552
070000

著者名２

シリーズ 281$A01 フレーベル館の図鑑ナチュラ $D01 10 シリーズ名

581$A01 フレーベルカン/ノ/ズカン/ナチュラ $D01 10 $C01 00001
0 $Z01 606841600000000

内容紹介 377$J01 地球環境のあらましがわかる「ずかい」、それを詳しく説明した
「図鑑」、地球環境のひみつがわかる「とくしゅう」の 3 種類で構
成され、自然体験・観察活動に役立つ特集やコラムも収録した
親子で楽しめる図鑑。

内容追加

児童内容紹介 377$G01 はじめて図鑑(ずかん)をひらく子でもわかるように作られた、地球
かんきょうの図鑑です。地球はどんなふうにできているのかな。お
天気やしぜんについて、くわしくしょうかいします。そして、かんきょ
うもんだいがおこるげんいんと、かいけつするための とりくみをかい
せつします。

○ 著者名のフリガナでは，姓と名の間にブランクをいれました。

◆ 資料 4
責任表示 251$F01 井上/真‖[ほか]著 $Z01 110001543000000

751$A011イノウエ,マコト $B01 井上/真 $G01 1960〜 $N01 110001543
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000000

○ 著者名のフリガナでは，姓と名の間にブランクをいれました。
※ 著者が 3人以上の場合は，NCR では［ほか］と表記しますが，ここでは記入しなくてもよいです。

【コメント】
〇空欄だったので，「ここで紹介した以外にも資料はたくさんあります。わからなかったら司書にたずねてみましょ
う。」を入れました。

４．「生活用水」 （「小 4組」作成）

〇 フリガナが全角になっている箇所は，半角に修正しました。

【トピック名】
〇「生活用水について」…「生活用水」に変更しました。
※「ついて」という表現はあいまいなので，削除しました。

【書誌事項】
◆ 概要 1
百科事典『ポプラディア』については，2概要 1 を見てください。
書誌事項を統一しています。

◆概要 2
『ポプラディア情報館 環境』のデータについては，２概要 2，３概要１をみてください。
〇書誌事項の出版社名は，「株式会社」「〇〇法人」などのことばは付けないので，「株式会社」を削除しま
した。

◆資料 1
TRC-MARC 変更箇所

出版年月 270$D01 2018.3
〇 発行年がMARC と異なっていました。NDL のデータでも，2018.3 となっていますので，こちらに修正しま
した。
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〇書名 2「水道・下水道のひみつをさぐろう」のヨミでは，中黒はブランクしてありますので，変更しました。

◆ 資料 2
TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 水の大研究 $B01 人と地球の生命のみなもと $B02 不思
議な世界をのぞいてみよう!

551$A011ミズ/ノ/ダイケンキュウ 書名 1
451$A01 ヒト/ト/チキュウ/ノ/セイメイ/ノ/ミナモト 書名 2
451$A02 フシギ/ナ/セカイ/オ/ノゾイテ/ミヨウ

出版年月 270$D01 2005.12 修正
ジャンル名 669$A01 46：地学・宇宙・天文
分類 677$W01 K $D01 452.9 $C01 452.9 $A01 452.9 435→452
件名 658$B011水 $A01 ミズ $Z01 511023200000000
〇分類記号 435 は化学の分類ですので，452 にしました。

◆ 資料 3
〇 「内容」の文末が常体だったので，敬体にしました。

◆ 資料 4
TRC-MARC 変更箇所

責任表示 251$F01 ひろ/ゆうこ‖漫画 $Z01 110002256570000
751$A011ヒロ,ユウコ $B01 ひろ/ゆうこ $N01 11000225657000

0
シリーズ 281$A01 学研まんがでよくわかるシリーズ $D01 117

581$A01 ガッケン/マンガ/デ/ヨク/ワカル/シリーズ $D01 117 $C01 0
00117 $Z01 605982700000011

著者注記 344$A01 構成:YHB 編集企画 著者名２
出版者 270$A01 東京 $B01 学研プラス出版プラス事業部出版コミュニケーショ

ン室 $Z01 310000164440031
出版社

770$A01 ガッケン/プラス/シュッパン/プラス/ジギョウブ/シュッパン/コミュニケ
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ーションシツ $N01 1002
〇 「内容」の文末が常体だったので，敬体にしました。

◆資料 5
〇 この本は，6巻以降も発行されているようです。Ⅰ期というのは，販売のための名前のように見受けられる
ので，［ ］に入れました。

〇 著者名は訳・文となっていますので，こちらを採用しました。
責任表示 251$F01 池上/彰‖監修 $Z01 110002972680000 $F02 稲葉/茂勝‖訳・

文 $Z02 110003733750000
751$A011イケガミ,アキラ $B01 池上/彰 $N01 110002972680000
751$A022イナバ,シゲカツ $B02 稲葉/茂勝 $N02 110003733750000

〇 発行年月は，巻によって 2 種あるようです。NDL のデータをもとに記載しました。

o 池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 1 (気候変動)

図書 稲葉茂勝 訳・文, アンジェラ・ロイストン 原著, 池上彰 監修. さ・え・ら書房, 2010.3
<Y1-N10-J123>
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 2 (水)
図書 稲葉茂勝 訳・文, サラ・レベーテ 原著, 池上彰 監修. さ・え・ら書房, 2010.4
<Y1-N10-J137>
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 3 (食糧)
図書 稲葉茂勝 訳・文, サラ・レベーテ 原著, 池上彰 監修. さ・え・ら書房, 2010.4
<Y1-N10-J138>
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 4 (ゴミ)
図書 稲葉茂勝 訳・文, アンジェラ・ロイストン 原著, 池上彰 監修. さ・え・ら書房, 2010.4
<Y1-N10-J139>
池上彰のニュースに登場する世界の環境問題 5 (健康・病気)
図書 稲葉茂勝 訳・文, サラ・レベーテ 原著, 池上彰 監修. さ・え・ら書房, 2010.4
<Y1-N10-J140>

【インターネット】
○ サイト名は，トップページ␣関連記事のタイトル の順にしました。
○ ①は，水道のしくみと浄水場の紹介の両方を見られるようにするため，一つ上のページの URL を記載し

ました。
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【コメント】
〇空欄だったので，「ここで紹介した以外にも資料はたくさんあります。わからなかったら司書にたずねてみましょ
う。」を入れました。

５．よごれた水をきれいにするとりくみ（「小 1組」作成）

【教科書】
出版社名を記載しました。

【書誌事項】
◆ 概要１
〇 内容紹介を書き入れました。

◆ 資料 1
〇 書名 2 のフリガナを追加しました。

◆ 資料 2
TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 さがしてみよう!まちのしごと $D01 3 書名 1
551$A011サガシテ/ミヨウ/マチ/ノ/シゴト $C01 000003 $Z01 726

031800000000
責任表示 251$F01 饗庭/伸‖監修 $Z01 110004799370000

751$A011アイバ,シン $B01 饗庭/伸 $N01 110004799370000
各巻タイトル 291$A01 ごみ収集・浄水場のしごと 書名 2
〇 「内容紹介」 常体を敬体にしました。

◆ 資料 3
TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 考えよう!地球環境身近なことからエコ活動 $D01 3 書名 1
551$A011カンガエヨウ/チキュウ/カンキョウ/ミジカ/ナ/コト/カラ/エコ/カツド

ウ $C01 000003 $Z01 721753600000000
責任表示 251$F01 環境情報普及センター‖監修 $Z01 2100001814900

00
751$A011カンキョウ/ジョウホウ/フキュウ/センター $B01 環境情報普

及センター $N01 210000181490000
各巻タイトル 291$A01 大気・水を汚さないために $B01 私たちにできること 書名 2
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591$A01 タイキ/ミズ/オ/ヨゴサナイ/タメ/ニ
491$A01 ワタシタチ/ニ/デキル/コト $G01 ワタクシタチ/ニ/デキル/コト

各巻の責任表示 291$F01 水迫/尚子‖文 $Z01 110005440720000 著者名 2
791$A01 ミズサコ,ショウコ $B01 水迫/尚子 $N01 110005440

720000
内容紹介 377$J01 地球をまもるために、私たちができることはなにか。大気汚染・

水質汚濁について、その原因や影響などを解説し、それを解
決するための日本や世界の取り組みを紹介する。

敬体に変更

児童内容紹介 377$G01 多くの生物が生きている地球に、いま、たいへんな変化がおきて
います。環境(かんきょう)問題のなかから「大気汚染(おせん)」
「水質汚濁(すいしつおだく)」を取り上げ、その現状(げんじょう)
や問題発生の原因(げんいん)を説明。これらをふせぐために私
(わたし)たちになにができるかを考えます。

◆資料 4
TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 地球の水 SOS 図鑑 $B01 もう危ない!未来はどうなる?
$B02 その実態から取り組みまで

551$A011チキュウ/ノ/ミズ/エスオーエス/ズカン $F01 チキュウ/ノ/ミズ/
SOS/ズカン

451$A01 モウ/アブナイ/ミライ/ワ/ドウナル 書名 2
451$A02 ソノ/ジッタイ/カラ/トリクミ/マデ

責任表示 251$F01 田中/賢治‖著 $Z01 110005775500000 $F02 浜
口/俊雄‖著 $Z02 110005775510000

内容紹介 377$J01 いま、生きるためになくてはならない水が危ない。現在(げんざ
い)起こっている水の問題、人間が自然を変えることの良い面・
悪い面、いままでに起こった水をめぐるあらそい、未来の水を守
るための取り組みなどを説明する。

敬体に変更

児童内容紹介 377$G01 生きるためになくてはならない水がいま、危機(きき)に直面して
います。地球をめぐる水の実態(じったい)から、ふえ続ける水災
害(さいがい)、水をめぐるあらそい、かぎられた水資源(しげん)
を有効(ゆうこう)に利用する方法までを説明。大事な水につい
て考えてみましょう。
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◆ 資料 5
TRC-MARC 変更箇所

タイトル 251$A01 水ってなんだろう $D01 5 書名 1
551$A011ミズ/ッテ/ナンダロウ $C01 000005 $Z01 721811400

000000
責任表示 251$F01 嶋田/泰子‖文 $Z01 110002365500000 著者名 1

751$A011シマダ,ヤスコ $B01 嶋田/泰子 $N01 11000236550
0000

各巻タイトル 291$A01 水は、どこへ? 書名 2
591$A01 ミズ/ワ/ドコ/エ

各巻の責任表示 291$F01 柴田/隆行‖監修 $Z01 110000489720000 $F02
岡本/順‖絵 $Z02 110000219690000

791$A01 シバタ,タカユキ $B01 柴田/隆行 $N01 110000489
720000

著者名 2

791$A02 オカモト,ジュン $B02 岡本/順 $N02 11000021969
0000

【インターネット】
○ サイト名は，トップページ␣関連記事のタイトル の順にしました。

６．「下水道を良く知ろう」（「小 5組」作成）

このグループは，他のグループが取り上げていない資料を挙げてあり，魅力的だったのですが，紹介されている
資料数が少ないため掲載を見合わせました。再度挑戦していただくとよいと思います。
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