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「日本目録規則！ 新版 予備版 〈新NCR）の採用

にともなう，印刷カ ード記載事項の変更について

新Nc Rは， NCR1965年版と異なり，複数記入制の目録を前提とした記述ユニット・

カード方式をとっています。当館が領布している印刷カードの記載事項などは，この新Nc 

Rを採用した場合，最終的には例示のような形に変更される予定です。

NCR1965年版の適用においても，当館は実状にあわせ，これに適宜修正を加えてい

ましたが，新Nc Rの場合もこれと同様な措置をとることとなります。

以下主要な点を，新Nc R通り実施するもの，新Nc Rの細部につき適用を定めたもの，

新Nc R通り実施しないもの，あるいは当館の慣行をそのまま続けるもの等に分け，主要

な点について説明いたしますが，その実施は段階的に行なわれる予定です。

1 ) 新Nc Rによって変更する主要な点

カード上の記載位置は，例示のようになります。つづきカードでは標目指示は最後に記

載されます。（今迄トレーシングは 1枚目）ただし，つづきカードの様式は変更しません。

記述ユニット ・カード方式ですから，カードの記述部はすべて書名から始まっています。

著者が複数のときは， 2まで記載し， 3以上のときは最：初のひとつだけをあげ，他は省略

して〔ほか〕でこれを示します。出版年は西歴紀年のみを記載します。本文と通しページ

になっていない図版のみ，そのページまたは枚数をページづけのあとに示し，特に重要な

肖像，地図などは注記で示します。
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2) 新Nc Rの適用につき，細部を定めたJ点

出版地の町村名には，原則として都道府県名を付記するとか，私家版の場合に印刷地，印

刷者を記載しないなど，また印刷とか複写の種類については， 「謄写版jと「電子複写Jを

示すというように細則を設けたものがあります。

3) 新Nc R通りとしないもの

書籍コードは記載せず，定価のみ注記の最後に記載します。また多巻ものやオープン・エ

ントリーについても，最終的には例示のように，一括記入方式に近い形とする予定です。ま

たいわゆる「白書類」など非売品でオープン ・エントリーとなっているものは，今後カード

を作成しない予定です。 （市販分については従来通りその都度作成領布いたします〉

標目指示関係で，新Nc R通りとしないものをいくつかあげてみますと，

a) 書名標目には巻次があっても，従来通り指示しません。

b) 著者の生没年は coooo生）または coooo没）の形とします。

c) 団体名のうh，日本の中央官庁と東京都の内部部局の場合，例外的に部局名までを

とりますO

在外公館は， 「日本大使館（在フランス）」の形とします。

4 ) 当館の慣行をそのままつづけるもの

いくつか例をあげてみます。記述の情報源を示す角がっこは，図書以外のソースからとっ

たもののみに用いるという慣行はそのままとしま九 2種以上のページづけは，現行通れ

前づけを除き 3種まで記録し，ページ付のない図書は，現行のまま「1冊〈頁付なし） Jと

します。

標目指示関係では，外国人名は原綴形のままとし，中国，朝鮮人名の扱いも現行通りとし

ます。

以上部分的に例示した適用細則は，部内用の作業手引きとして一括して印刷される予定で

すし，その後に加えられる細部の訂正は，本通信で順次掲載公表する予定です。
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〔例示〕

DA1申 270

（単行書）

経済学入門坂内仁箸

東京五月社社会評論社〈発売〉 1977 

153p 22倒

tケイザイガク ニ品 汐モン at.パンダイ，ジン s 1.経済学

①DAI ⑮3.31 

／ 

900円

題図77寸 5168

（翻訳書）

オミ、その率良まで精神分析と創造 ドミニック・フaルナン

デス饗岩崎カ訳

東京朝日出版社 1977 

37Zp 22個

2500伺

K27-15 1キソノネマデ al.Fer槌 ndea, Do:rniniq縫e a2.イワサキ，：y

トム（1931生） $1.芸術心理学 s2精神分析 cK.21＇ ⑮701.4

国図作曲15168
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（内容注記のあるもの）

KCl6田 8

捺藤茂吉全画集

東京中央公論美術出腹 19(l6 

24p図版32枚 27cm 

縮刷反

内容：略年譜．茂吉先生の画について加藤淘綾著．茂吉画業余話

板垣家子夫箸．茂吉先生と絵佐藤佐太郎著．父の絵斎藤蔑太箸．

斎藤茂吉自記抄

1000丹

l.サイトゥモキチゼンガシ込ウ al.サイトク，モキテ①KC16

⑧ 721. 9 

J’ / 

国関69-2298 

団体著 作

新商品区分に基づく類似商品審査恭準特許庁商

標課線改訂第 3版

東京発明協会 1974 

125, 133p 22姐

付：新i器類似商品対照表，索引

1600丹

1.シン Vヨクヒンタフンニモトズクルイジシ gゥヒンシンサ

AZ ..... 463-79 キジュン 2.ルイジシヨクヒンシンサキジ且ン al.トヅキョチ

おク ①AZ-463 ⑮ 328. 507 (50τ26) 

＼
ャ、

〆f

品、 国函76-8541
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（多巻もの）

現代動物学の課題臼本動物学会繍

東京東京大学出版会 22佃

S 変態福留宗一，大滝哲也縞 1977 231 p 

2200円

RA4ll『 33 1.グンダイドゥプツガタノカダイ al.ニホンドゥプツガッカイ

s I動物学①RA411 ⑧481 

（暫定〉

現代 動物 学の 課題 5 日本動物学会編

東京東京大学出版会 1977 

231 p 22 cm 

5 変態福田宗一，大滝哲也編

2200円

国図77田 9808

ftA4U~・33 l.グンダイ ドゥブツガクノカダイ al.ニホンドゥプツガッカイ

s 1.動物学①RA411 ⑪481 

／ 

＼ ノ 国図77-9808
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DC55-86 

llC55』；86

（多巻もの一年刊）

年次経済報告経済企画庁繍

C東京〕経済企麗庁お鍋

昭和51年度 1976 212 p 

1.ネンジクイザイホゥ コク al.クイザイキカクチ事汐 sl.読本

一経済 ①DC!$5 ⑮3$2. I 

〈暫定）

年次 経済 報告 紹和51年疲経済企画庁調

〔東京 〕 1976 

212p 21側

慰霊話76惜 20646

E，ネンジクイザイホゥコク al.クイザイキカクチョタ sl.自本

一経済①DC55 S 332. l 

関関77・時＇ 20646
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（多巻もの一年監）

美術名鑑

東京美術公論社 22佃

金美術界作家名鑑一現代日本商・洋画・彫塑・工芸・番

19何年版 1975 13,5p 

1900円

美術名鑑 l.975年版

東京美術公論社 1975 

735p 22個

金美術界作家名鑑ー現代日本麗・洋画ー彫塑・工芸・害

1900円

1.ピ、Yュツメイカy a 1.ピジ品ヅコゲロンシゃ s1.美術家一名

簿①K9 ⑮703.5 

思図77-15444

-7-



印刷カード利用館との懇談会の開催について

当館では，来たる 10月 28日（金）に印刷カード利用館との懇談会を開催することにい

たしました。今回は，初めての試みとして，全国の利用館の方々に一堂にお集りいただき，

別記の諸点を中心にご懇談いたしたく存じます。遠距離の方々には大変ご足労を煩わすとと

になりますが，万障お繰合わせの上，是非ご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

日 時 1 0月28日（金）午後2時から同 5時まで

二、場 所 当 館6階講堂

二、議 題

1. 印刷カード受注処理作業の機械化実施にともなう館内事務処理の変更について

2. 全国書誌の作成刊行について

3. 日本目録規則改正にともなう印刷カード記載面の変更について

4. その他

※交通は，営団地下鉄丸の内線「国会議事堂前」叉は有楽町線「永田町J下車が

ご便利です。 （連絡部図書館協力諜）
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