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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）(中学校教科書)

担当 篠原由美子
１．パン職人になるには（「中３組」作成）
【単元・教材】
〇 空欄でしたので，「広がる学びへ｜職業ガイドを作る」と入力しました。

【キーワード】
〇ヨミが全角でしたので，半角に修正しました。
※ その他の箇所でも半角になっていなかったり，片仮名になっていなかったりする箇所がありましたので，修

正しました。

【書誌事項】
◆ 概要 1
〇「・」は，フリガナですので空欄にしました。
〇著者名に「／監修」を加えました。
〇著者名のフリガナの姓と名の間に空白をいれました。

◆ 概要 2
〇 書名は，「職業ガイド」ではなく，「仕事ガイド」だと
判断して，タイトル名を変更しました。
〇年刊として扱ってよいと判断しましたので（右図，都
立図書館 OPAC 参照），「2017-2018」を削除，
[年刊]としました。また，発行年を削除しました。
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◆ 概要 3
〇 空欄部分を補いました。

タイトル 251$A01 仕事発見! $B01 生きること働くことを考える

551$A011シゴト/ハッケン

451$A01 イキル/コト/ハタラク/コト/オ/カンガエル

責任表示 251$F01 毎日新聞社‖著 $Z01 210000128530000

751$A011マイニチ/シンブンシャ $B01 毎日新聞社 $N01 21000012853000
0

内容紹介 377$J01 水族館の飼育員、ソフトウエア・エンジニア、弁護士、マジシャン…。仕事の現
場に密着し、実際に働いている人の声も聞きながら、全 55 のさまざまな職業
を紹介する。『毎日小学生新聞』連載を加筆修正して単行本化。

出版者 270$A01 東京 $B01 毎日新聞社 $Z01 310000197590000

出版年月 270$D01 2013.5

分類 677$W01 K $D01 366.29 $C01 366.29 $A01 366.29

◆ 概要 4
〇 空欄部分を補いました。

タイトル 251$A01 10 代のための仕事図鑑 $B01 未来の入り口に立つ君へ

551$A011ジュウダイ/ノ/タメ/ノ/シゴト/ズカン $F01 10 ダイ/ノ/タメ/ノ/シゴト/ズカン

451$A01 ミライ/ノ/イリグチ/ニ/タツ/キミ/エ

責任表示 251$F01 大泉書店編集部‖編 $Z01 210000705700001

751$A011オオイズミ/ショテン $B01 大泉書店 $Y01 オオイズミ/ショテン/ヘンシュウ
ブ $N01 210000705700000

内容紹介 377$J01 数年後のあなたは、どんな仕事をしていますか? 10 代の若者が未来を選び
取るための仕事図鑑。361 種類の仕事を取り上げ、それぞれの仕事内容
や、その仕事に就くために必要な資格や学歴などを紹介。

出版者 270$A01 東京 $B01 大泉書店 $Z01 310000162790000

770$A01 オオイズミ/ショテン $N01 0701

出版年月 270$D01 2017.4

索引フラグ 132$A01 1：索引あり

ジャンル名 669$A01 34：資格・就職

669$E01 220010190000：児童書・絵本＞児童書ノンフィクション＞仕事・職業

分類 677$W01 K $D01 366.29 $C01 366.29 $A01 366.29
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◆ 概要 5
○ TRC-MARC に沿ってデータを修正しました。
○ TOOL-i には，2種のデータがありますが，ISBN を確認すると，同じ図書でした。しかし，発行者の表

記が異なること，刷りの情報を入れていることで，別の図書として扱われています。

ISBN 010$A01 4-05-201843-5 $D01 2003.4 $F01 4-05-810709-X

タイトル 251$A01 好きな仕事発見完全ガイド $B01 職業調べで使える $D01 3

551$A011スキ/ナ/シゴト/ハッケン/カンゼン/ガイド $C01 000003 $Z01 717416
500000000

451$A01 ショクギョウシラベ/デ/ツカエル

責任表示 251$F01 鹿嶋/研之助‖監修 $Z01 110002753860000

751$A011カシマ,ケンノスケ $B01 鹿嶋/研之助 $N01 110002753860000

各巻タイトル 291$A01 食べ物が好き!
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591$A01 タベモノ/ガ/スキ

内容紹介 377$J01 身近で興味のある職業を中心に、どんな仕事をするのか、どうすればなれるの
かなど、実際に働いている人へのインタビューを通して具体的にわかりやすく紹
介する。3 では、食べ物にかかわる専門的な職業を取り上げる。

出版者 270$A01 東京 $B01 学研 $Z01 310000164440000

770$A01 ガッケン $N01 1002

出版年月 270$D01 2003.4

770$D01 200304

形態 275$A01 47p $B01 27cm

ジャンル名 669$A01 34：資格・就職

669$E01 220010190000：児童書・絵本＞児童書ノンフィクション＞仕事・職業

分類 677$W01 K $D01 366.29 $C01 366.29 $A01 366.29

〇 著者のフリガナが「シカシマ」となっていましたので，NDL のデータでも確認しました。「カシマ」でよいようです。

◆ 資料 1
○ シリーズ名を加えました。
○ 分類は，「E」ではなく，主題としました。したがって 913 です。
○ 「内容紹介」は，Amazon のサイトに同じ文章がありましたので，著作権上の配慮から，TRC-MARC

の文章に近いものに変更しました。

◆ 資料 2
○ TRC-MARC に沿ってデータを修正しました。
○ 分類は，「336」となっていましたが，「366」の書き間違いだと思われます。「366」の分類もあり得ます

が，TRC-MARC に沿って「588」に変更しました。なお，都立図書館でも「588」となっていました。
○ 「内容紹介」は，BOOK データベースにほぼ同じ文章がありました。著作権上の配慮から，

TRC-MARC の文章に近いものに修正しました。

タイトル 251$A01 パン屋さんになるには
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551$A011パンヤサン/ニ/ナル/ニワ

責任表示 251$F01 エコール辻大阪辻製パンマスターカレッジ‖編著 $Z01 210001196260
001

751$A011エコール/ツジ/オオサカ $B01 エコール辻大阪 $Y01 エコール/ツジ/オオ
サカ/ツジ/セイパン/マスター/カレッジ $N01 210001196260000

シリーズ 281$A01 なるには BOOKS $D01 79

581$A01 ナルニワ/ブックス $F01 ナルニワ/BOOKS $D01 79 $C01 000079
$Z01 602299300000000

内容注記 377$L01 参考になる図書:p157

内容紹介 377$J01 パン作りの現場で働く先輩たちが、仕事のシステムをはじめ、職場の環境、仕
事への取り組み方、修業の苦労話、製パン技術の学び方、パン作りの魅力な
どを語る。適性や心構え、学校に通うメリット、就職の実際も紹介する。

出版者 270$A01 東京 $B01 ぺりかん社 $Z01 310000196100000

770$A01 ペリカンシャ $N01 7612

出版年月 270$D01 2008.7

770$D01 200807

形態 275$A01 157p $B01 19cm

ジャンル名 669$A01 34：資格・就職

669$E01 100010000000：資格・検定・就職＞資格・職業ガイド $E02 12008
0130000：産業・技術・環境＞工学・工業＞食品工業

分類 677$D01588.32 $C01 588.32 $A01 588.32

◆ 資料 3
○ TRC-MARC に沿ってデータを修正しました。
○ 内容紹介の文体を敬体にしました。

タイトル 251$A01 お仕事ナビ $B01 キャリア教育支援ガイド $D01 1

551$A011オシゴト/ナビ $C01 000001 $Z01 725628100000000

451$A01 キャリア/キョウイク/シエン/ガイド

責任表示 251$F01 お仕事ナビ編集室‖[編] $Z01 210000148310006

751$A011リロンシャ $B01 理論社 $Y01 オシゴト/ナビ/ヘンシュウシツ $N01 2
10000148310000

各巻タイトル 291$A01 食べ物を作る仕事 $B01 パティシエ シェフ パン職人 ラーメン屋さん 和食
料理人

591$A01 タベモノ/オ/ツクル/シゴト

491$A01 パティシエ/シェフ/パン/ショクニン/ラーメンヤサン/ワショク/リョウリニン

javascript:searchAuthId('210001196260001',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('210001196260000',%20'bauth')
javascript:searchAuthId('60229930000',%20'dauth')
javascript:searchAuthId('310000196100000',%20'cauth')
javascript:searchAuthId('588.32',%20'pauth')
javascript:searchAuthId('588.32',%20'eauth')
javascript:searchAuthId('588.32',%20'fauth')
javascript:searchAuthId('72562810000',%20'aauth')
javascript:searchAuthId('210000148310006',%20'mauth')
javascript:searchAuthId('210000148310000',%20'bauth')


長野県図書館協会「学校図書館・しらべ方案内(探求ナビ)」

6

内容紹介 377$J01 第一線で活躍する職業人の 1日に密着し、どんな仕事場で、どのような作業
をしているのか、どんな資格や免許が必要なのかを解説する。1 は、パティシ
エ、シェフ、パン職人など、食べ物を作る仕事を取り上げる。

出版者 270$A01 東京 $B01 理論社 $Z01 310000201480000

770$A01 リロンシャ $N01 8924

出版年月 270$D01 2014.8

ジャンル名 669$A01 34：資格・就職

分類 677$W01 K $D01 366.29 $C01 366.29 $A01 366.29

◆ 資料 4
○ シリーズ名を追加しました。
○ 分類記号は，TRC-MARC と同様に，596 としました。なお，都立図書館は 596，NDL は 673 で

した。

【インターネット】
〇 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】
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。

２．サービスにかかわる仕事

【単元・教材】
〇 単元名を加え，「広がる学びへ｜職業ガイドを作る」としました。

【書誌事項】
◆概要 1
○ この本は，職業図鑑 2冊のほかに「学習資料集・索引」の巻もありますので，巻のタイトルは削除しまし

た。全 3巻はタイトルではない情報なので，［ ］に入れました。

◆ 概要 2
○ 本協会パスファインダーで統一した表記にしました。

◆ 概要 3，概要 4
○ 「内容紹介」を敬体にしました。
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◆ 概要 5
○ 1 の概要 2 と同じ資料です。同じように年刊扱いにしました。

◆ 資料 1
○ 既刊 8巻を［全 8巻］としました。
○ NHK のフリガナは，片仮名にせず，そのままアルファベットを使用しました。

◆ 資料 2
〇 「きみの未来と夢が広がる!」は 3巻に共通しているので，「わくわく資格ブック」の副書名の扱いにしました。

タイトル 251$A01 わくわく資格ブック $B01 きみの未来と夢が広がる! $D01 2

551$A011ワクワク/シカク/ブック $C01 000002 $Z01 725933600000000

451$A01 キミ/ノ/ミライ/ト/ユメ/ガ/ヒロガル

各巻タイトル 291$A01 休日の楽しみが広がる資格

◆ 資料 3
○ なるにはブックスの「ブックス」は，books，Books，BOOKs，BOOKSなどいろいろな表記がありますが，

最近刊行されたものは，BOOKS のようです。
○ 発行年は，NDL で確認したところ，1971 年からのようです。

◆ 資料 4
○ WILL のフリガナは，片仮名にせず，そのままアルファベットを使用しました。
○ 「内容紹介」を敬体にしました。

◆ 資料 5
○ 1カ所に複数の図書のデータを入れることができません。書名欄2の「わたしは海獣のお医者さん」は削除

して，「内容紹介」のところで説明するようしました。
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タイトル 251$A01 スーパーパティシエ物語 $B01 ケーキ職人・辻口博啓の生き方

551$A011スーパー/パティシエ/モノガタリ

451$A01 ケーキ/ショクニン/ツジグチ/ヒロノブ/ノ/イキカタ

責任表示 251$F01 輔老/心‖著 $Z01 110004790190000

751$A011スケタケ,シン $B01 輔老/心 $N01 110004790190000

著者紹介 751$J01 1967 年兵庫県生まれ。児童書籍の編集や男性情報誌を中心に活動す
る。映画、スポーツ、教育関係のインタビュー記事も多い。

シリーズ 281$A01 イワサキ・ノンフィクション $D01 6

581$A01 イワサキ/ノンフィクション $D01 6 $C01 000006 $Z01 606935900
000000

内容紹介 377$J01 9 歳ではじめてスイーツを食べて、パティスリーで修業し、世界一のパティシエに
なった辻口博啓の半生。スーパーパティシエならではの、夢のつかみかたを大公
開。パティシエ志望者、必読の一冊。

出版者 270$A01 東京 $B01 岩崎書店 $Z01 310000160830000

770$A01 イワサキ/ショテン $N01 0360

出版年月 270$D01 2006.9

ジャンル名 669$A01 20：歴史・地理・地図

669$E01 220030010000：児童書・絵本＞伝記・ノンフィクションよみもの＞伝記・
自伝

分類 677$W01K $D01 289.1 $C01 289.1 $A01 289.1

【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。
○ ②は，リンク切れでした。yahoo!きっずということがわかりましたので，仕事に関連のあるページにリンクを

はりました。
○ ⑤の「13 歳のハローワーク」は，トップページの URL にしました。

３．観光に関わる仕事

【単元・教材】
〇 空欄でしたので，「広がる学びへ｜職業ガイドを作る」と入力しました。

【トピックのねらい】
〇何を調べるか書かれていなかったので，追記しました。
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【キーワード】
〇ヨミが全角でしたので，半角に修正しました。
※ その他の箇所でも半角になっていなかった箇所がありましたので，修正しました。

【書誌事項】
◆概要 1
〇 「上」は，「仕事・職業図鑑」のうちの 1 冊ですので，1巻としました。
〇 著者名が TRC-MARC にみあたらなかったので，削除することにしました。
（原典にあたっていないので，間違っていたら申し訳ありません）

◆概要 2
〇TRC-MARC にそってデータを追加・修正しました。

タイトル 251$A01 新 13 歳のハローワーク

551$A011シン/ジュウサンサイ/ノ/ハロー/ワーク $F01 シン/13 サイ/ノ/ハロー/ワーク

261$A01 The All-New Complete Job Guide for the 13-year Old

責任表示 251$F01 村上/龍‖著 $Z01 110000981220002 $F02 はまの/ゆか‖絵
$Z02 110003220070000

751$A011ムラカミ,リュウ $B01 村上/竜 $N01 110000981220000

751$A022ハマノ,ユカ $B02 はまの/ゆか $N02 110003220070000

内容紹介 377$J01 現代をサバイバルするための仕事の大百科。国語、社会、理科、体育など、
好きな「教科」を入り口に様々な職業を紹介する。2003刊「13歳のハローワ
ーク」に 89 の職業を追加し、ページを大幅増量。

◆資料 1
〇 著者名のフリガナの姓と名の間にブランクを入れました。
〇 内容紹介を敬体にしました。

◆ 資料２
〇 シリーズ名を書き加えました。
〇 著者名のフリガナの姓と名の間にブランクを入れました。
〇 内容紹介を敬体にしました。

◆ 資料３
○ 1998 年のデータに基づいて記載されていましたが，2006 年に新しい版がでているようです。新しい版に

基づいて記載しました。書名が変更されています。

タイトル 251$A01旅行業務取扱管理者になるには

551$A011リョコウ/ギョウム/トリアツカイ/カンリシャ/ニ/ナル/ニワ
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責任表示 251$F01 鈴木/一吉‖著 $Z01 110000533590000

751$A011スズキ,カズヨシ $B01 鈴木/一吉 $N01 110000533590000

著者紹介 751$J01 1948年東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。総合旅程管理
主任者としてツアー添乗や、旅行専門学校の非常勤講師としても活躍。日
本旅行作家協会会員。著書に「タイ」ほか多数。

シリーズ 281$A01 なるには BOOKS $D01 64

581$A01 ナルニワ/ブックス $F01 ナルニワ/BOOKS $D01 64 $C01 000064
$Z01 602299300000000

版注記 345$A01 「旅行業務取扱主任者になるには」(1998 年刊)の改題改訂

545$A01 リョコウ/ギョウム/トリアツカイ/シュニンシャ/ニ/ナル/ニワ

内容紹介 377$J01 快適に、安く、安全に…。それぞれの旅をより魅力的なものにするために活躍
する旅行業務取扱管理者。資格取得の方法から実際の生かし方まで、旅
行業界の現状に合わせて詳しく紹介する。旅行関連の用語の解説も追加。

出版者 270$A01 東京 $B01 ぺりかん社 $Z01 310000196100000

770$A01 ペリカンシャ $N01 7612

出版年月 270$D01 2006.6

770$D01 200606

形態 275$A01 138p $B01 19cm

ジャンル名 669$A01 34：資格・就職

669$E01 100010000000：資格・検定・就職＞資格・職業ガイド $E02 12002
0000000：産業・技術・環境＞観光業

分類 677$D01 689.6 $C01 689.6 $A01 689.6

◆ 資料 4
○ シリーズ名に記載されていた「好きからチャレンジ資格と検定の本」は，TRC ではタイトルとして扱っていま

すので，シリーズ名は削除しました。
○ 著者名の「中村正人」は，データにありませんでしたので，削除しました。NDL の OPAC でも同様にあり

ませんでした。

タイトル 251$A01 好きからチャレンジ!資格と検定の本 $D01 5

551$A011スキ/カラ/チャレンジ/シカク/ト/ケンテイ/ノ/ホン $C01 000005 $Z01 7
18995200000000

各巻タイトル 291$A01 旅行と歴史にトライ! $B01 歴史能力検定、時刻表検定/学芸員、添乗
員(ツアーコンダクター)など

591$A01 リョコウ/ト/レキシ/ニ/トライ

491$A01 レキシ/ノウリョク/ケンテイ/ジコクヒョウ/ケンテイ/ガクゲイイン/テンジョウイン/ツア
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ー/コンダクター/ナド

内容紹介 377$J01 好きなことからチャレンジできる資格と検定をガイド。5 では、歴史能力検定や
学芸員など、旅行と歴史に関する資格と検定を紹介する。「ピッタリ資格&検
定発見チャート」付き。

児童内容紹介 377$G01 小学生や中学生でもチャレンジすることのできる資格と検定をしょうかいするシリ
ーズです。同じ分野の大人の資格とその資格をいかすことのできる職業もインタ
ビュー入りでくわしく説明。5巻では歴史能力検定や時刻表検定、学芸員、ツ
アーコンダクターなど旅行と歴史に関する資格・検定をとりあげます。

出版者 270$A01 東京 $B01 学研 $Z01 310000164440000

770$A01 ガッケン $N01 1002

出版年月 270$D01 2005.3

770$D01 200503

669$E01 220010190000：児童書・絵本＞児童書ノンフィクション＞仕事・職業

分類 677$W01K $D01 366.29 $C01 366.29 $A01 366.29

【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。
○ ②は，名前が変わっていました。
○ ④の「13 歳のハローワーク」は，トップページの URL にしました。

【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。
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