
 

            

 

◆全集巻次の補記◆ 

続き物のタイトルで 2 巻目以降から巻次が表示され

た場合、1 巻目にあたる MARC に巻次を補記します。 

 

「ＴＲＣ ＭＡＲＣのひみつ ２」が刊

行されました。1 巻目とは、編集者と

タイトル関連情報が変わっているよう

です…。1 巻目の MARC にどんな情報

を加えれば、2 冊合わせて使いやすい

MARC になるでしょうか？ 
 

1☆ 

前回（Vol.02）に掲載した「ＴＲＣ ＭＡＲＣのひみ

つ」の MARC が更新されるとしたら？と仮定して、

更新後の MARC の全体イメージを載せてみたよ。更

新データによって、どのような情報（項目）が追加・

変更されたのか、Vol.02 と見比べてみてね！ 

（※情報は全て架空のものであり、一部省略している項目もあります。） 

＜追加された項目＞ 

1☆ 巻次（251D01）：〔１〕※1   2☆ 巻冊記号（690D01）：１ 

3☆ 全集典拠 ID（551Z01）：７△△△△△△００００００００※2 

※1〔 〕は、図書にはない情報を補記していることを意味する記号です。 

※2 全集典拠 ID によって、1 巻目と 2 巻目を（さらに続刊が出ればそれも含め） 

まとめて検索できるようになります。 
 

<変更された項目＞ 

4☆ タイトル関連情報（251B01）：ＴＲＣ ＭＡＲＣ大解剖 

→ 2 巻目で文言が変わり、1 巻目のみに対するタイトルと判明したため 

各巻のタイトル（291A01）に移動 
 

5☆ 責任表示 1 つ目（251F01）：ぶーすけ//編集 

→ 2 巻目で編集者が変わり、1 巻目のみに対する責任表示と判明したため 

各巻の責任表示（291F01）に移動 
 

  6☆ 責任表示 2 つ目（251F02）：図書館流通センターデータ部//監修 

   → 全巻に共通する責任表示なので 251F のまま、1 つ目（251F01）に 

繰り上がり 
 

 7☆ 刊行形態区分（121E01）：「Ａ：単品」から「Ｃ：全集」に変更 

 

 

「ＴＲＣ ＭＡＲＣのひみつ」が「ＴＲＣ

レファレンスブック賞」という賞を受賞し

ました！ 
 

◆受賞情報◆ 

図書発売後に発表される受賞情報を追加します。 

右の MARC で☆が付いている項目は、2 巻目の刊行に伴い
追加・変更された項目だよ。 

更新データは、追加
・ ・

・変更
・ ・

された
・ ・ ・

項目
・ ・

のみ
・ ・

、タグ
・ ・

単位
・ ・

で
・

  
お届けしている点が特長なんだ！ 

 

◆書評情報◆ 

図書発売後の新聞書評の

掲載情報を追加します。 

 

 

「ＴＲＣ ＭＡＲＣのひみ

つ」が 2021 年 2 月 28 日

に〇〇新聞の書評欄に載

りました！ 

＜追加された項目＞ 

・受賞した賞の名称（391Ａ01）：ＴＲＣレファレンスブック賞 

・賞の回次（391Ｄ01）：第１回 

 

＜追加された項目＞ 

・書評が掲載された新聞紙名（392Ａ01）：〇〇新聞 

・書評が掲載された日付（392Ｄ01）：２０２１／０２／２８ 

 

収録対象紙は 

⋆朝日新聞 

⋆産経新聞 

⋆日本経済新聞 

⋆毎日新聞 

⋆読売新聞 

⋆中日新聞･東京新聞 

の 6 種 7 紙！ 

◆シリーズの補記◆ 

続き物の小説で図書にシリーズ名の表示がないものに対し、シリーズ

名とシリーズの巻次を補記します。 

例）「いちねんかん」→ シリーズ名（281A）：〔「しゃばけ」シリーズ〕 

            シリーズの巻次（281D）：〔１９〕 

◆改題注記◆ 

図書がタイトルを変更（改題）して再刊された場合、改題前の図書の

MARC に改題後のタイトル注記を追加します。 

例）「額を紡ぐひと」（2018 年刊） 

   → 版および書誌的来歴（345A）：「額装師の祈り」（新潮文庫 nex  

2020 年刊）に改題 

◆件名標目の新設◆ 

件名標目を新設したときや、標目訂正をしたときには、累積 MARC 中

の該当件名を変更します。 

例）件名（658B）：ゲームソフト → e スポーツ（※「e スポーツ」を新設） 

  件名（658B）：保母 → 保育士（※「保母」を「保育士」に標目訂正） 

更新データには他にどんなものがあるのかな？ 

 

2☆ 

4☆ 

5☆ 

6☆ 

7☆ 
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ＴＲＣ  ＭＡＲＣ Ｎｏ. 080A01 ２１０△△△△△

週刊新刊全点案内号数 080S01 ２１９６

ＭＡＲＣ種別 001A01 Ａ

周辺ファイル 003A01 Ｂ：内容あり

010A01 ４－△△△△－△△△△－△

010B01 ９７８－４－△△△△－△△△△－△

251A01 ＴＲＣ　ＭＡＲＣのひみつ

551A01 ティーアールシー／マーク／ノ／ヒミツ

551F01 ＴＲＣ／ＭＡＲＣ／ノ／ヒミツ

551Z01 ７△△△△△△００００００００

巻次 251D01 〔１〕

並列タイトル 261A01 Ｔｈｅ　ｓｅｃｒｅｔ　ｏｆ　ＴＲＣ　ＭＡＲＣ

251F01 図書館流通センターデータ部//監修

251Z01 ２１００００１００７６０００６

751A01 トショカン／リュウツウ／センター

751B01 図書館流通センター

751Y01 トショカン／リュウツウ／センター／データブ

751N01 ２１００００１００７６００００

特殊な版表示 265B01 保存版

シリーズ名 281A01 ＴＲＣ　ＭＡＲＣｐｅｄｉａ

シリーズの巻次 281D01 Ｖｏｌ．０２

各巻のタイトル 291A01 ＴＲＣ　ＭＡＲＣ大解剖

291F01 ぶーすけ//編集

791A01 ブースケ

291Z01 １１０００△△△△△△００００

特定事項に属さない注記 340A01 サンプルＭＡＲＣダウンロード付き

タイトル注記 341A01 別タイトル：ＴＲＣ機械可読目録のひみつ

形態注記 347A01 付：目録カードレプリカ（１枚）

内容紹介 377J01

ＴＲＣデータ部が作成している図書館専用書誌デー

タベース「ＴＲＣ　ＭＡＲＣ」の成り立ち、特長な

どについて、豊富なイラストとともに解説する。

出版地 270A01 東京

出版者 270B01 図書館流通センター

出版年月 270D01 ２０２１．２

ページ数 275A01 ２５０ｐ

大きさ 275B01 ２６ｃｍ

索引フラグ 132A01 １：索引あり

669A01 １９：図書館・読書

669E01 ０２００６０００００００：読書・出版＞図書館

ＮＤＣ１０版 677D01 ０１４．３７

件名 658B01 ＭＡＲＣ

図書記号 690A01 ■テ

巻冊記号 690D01 １

本体価格 360B01 ￥３０００

テキストの言語 101A01 ｊｐｎ：日本語

利用対象 121C01 Ｌ：一般

刊行形態区分 121E01 Ｃ：全集

装丁コード 121H01 １０：ソフトカバー

書誌・年譜・年表 377L01 ＴＲＣデータ部年表：ｐ２４５　文献：巻末

391A01 ＴＲＣレファレンスブック賞

391D01 第１回

392A01 〇〇新聞

392D01 ２０２１／０２／２８

ＩＳＢＮ

本タイトル

責任表示

各巻の責任表示

ジャンル名

受賞情報

書評情報

3☆ 


