
 

 

0 

 

 

中野区立上高田図書館 平成２３年１０月２９日発行 

 

第３回 上高田図書館 個性づくりテーマ展示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日々の生活や仕事をする上で欠かすことができなくなってきているパソ

コン（パーソナルコンピュータ）。インターネットを利用したり、デジタ

ルカメラや携帯音楽プレーヤーなどパソコンをつかうことを前提に作られ

ている製品がたくさんあったり…。 

 

「パソコンはいまいち苦手…」「もっと色んなことに挑戦してみたい」  

パソコンをもっと使いこなせれば日々の生活がきっと豊かになることでし

ょう。今回上高田図書館ではそんな方のパソコンライフを応援する資料を

展示します。資料は貸出しもできます。 

 

 

 

 

中野区立上高田図書館 

ＴＥＬ：０３－３３１９－５４１１(休館日：木曜日、毎月最後の金曜日)  

展示期間：１０月２９日(土)～１２月２０日(火) 

展示場所：上高田図書館２階                 

一般開架展示コーナー 
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パソコンを使っていますか？ 

みなさんはパソコンを普段どんなことに使っているでしょうか？  

ワード、エクセル、パワーポイントで仕事用の

書類を作るのはもちろん、写真やビデオの編

集や、テレビの録画もできます。さらにインター

ネットを使えばメールや調べもの、ショッピング

だってできるのです！是非パソコンで新しい分

野に挑戦してみましょう！ 

 

「でもパソコンやインターネットってなんだか

難しい…」と思っている方も多いのではないで

しょうか。その要因の一つに多くの専門用語

があげられます。ここではよく聞くパソコン・イ

ンターネット関連用語をご紹介します。 

 

パソコン＆インターネット関連用語 

 

★アプリケーションソフトウェア(アプリ、アプリケーション) 
ワープロ・表計算・画像処理・メールの送受信など特定の目的に使うプログラムのこと。 

ワードやエクセル、フォトショップなどがそうです。 

★Ｔｗｉｔｔｅｒ(ツイッター) 

「つぶやき(ツイート)」とよばれる１４０字以内の短い記事を書き込むことで、友人

やネット上の知り合いと情報交換ができるサービス。東日本大震災時では被害状況

や避難所情報の確認のほか、電話がつながりにくい状況での安否確認ツールとし

ても使われました。新しいコミュニケーションの形として注目を集めています。 

★ＹｏｕＴｕｂｅ（ユーチューブ） 

２００５年２月に設立された無料で利用できる動画投稿・共有サイト。毎日何十万もの動画の

投稿があり、１日に２０億件もの動画の閲覧があります。投稿できる動画の長さは１５分まで。 

★ＬＡＮ(ローカルエリアネットワーク) 

オフィスや家庭内でコンピュータをつなぐネットワークのこと。ケーブルを使わず電波・光 

をつかうネットワークを無線ＬＡＮといい、業界団体の Wi-Fi Alliance によって他社製品と 

接続が保障された無線ＬＡＮ製品にはＷｉ－Ｆｉ(ワイファイ)マークがついています。 

 

もっとパソコン＆インターネット用語が知りたい方はこちらの展示資料がおすすめ！ 

★初・中級者のためのパソコン・IT・ネット用語辞典  発行・アスキー・メディアワークス     ００７．６ シ 

★パソコンで困ったときに開く本２０１６ 発行・朝日新聞出版(巻末に困ったときの用語集付)  ００７．６ パ １６ 

仕事の書類作りをしたり、旅行で

撮ったデジタルカメラの写真を保

存したり、ブログを書いたり、ネット

ショッピングをしたりするかな？ 

パソコンやインターネットが便利な

のはわかるんだけど、よく分からな

い言葉が多すぎてね。一歩踏み出

せずにいるよ 
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パソコンコラム ①インターネットはこわい？ 

インターネットは便利ですが、反面危険が潜んでいることも事実。でもしっか

りと対策をすれば大丈夫！自分でできるコンピュータウィルスや様々な詐欺へ

の対策の一部をご紹介します。  
 

★怪しいメール・ファイルは開かない 
コンピュータウィルスはパソコンに感染すると、パソコンが起動しなくなったり、ファイルが壊

れたりという事態を引き起こします。感染経路として、メールの添付ファイルや、ダウンロードし

たファイルがあげられます。身元の明らかではないファイルは開かないようにしましょう。 
 

★ウィルス対策ソフトをパソコンに入れる 
 ウィルスからパソコンを守るために有効な手段としてウィルス対策のソフトをパソコンに入れ

る方法があります。ウィルスがパソコンに感染しそうになったらブロックしてくれたり、除去してく

れたりするウィルス対策ソフトもあります。不正アクセス(外部のユーザーが不正に侵入するこ

と)を防ぐための機能、ファイヤーウォールの設定も確認しましょう。 
 

★信頼できる情報か見極める 
ホームページを見るときは、情報が正しいのかどうか見極めることが大切です。運営者の情報

が記載されていないホームページは信用しないなど、自分自身の注意が最大の防御です。 
 

 

パソコンコラム ②チャレンジ！パソコン周辺機器 
 

近年パソコンにつないで使用する機器が次々に登場しています。「パソコンだけで手一杯！」

という方も、使い始めると意外と簡単かも？！是非チャレンジしてみましょう！ 
 

デジタルカメラ 
 

デジタルカメラの種類は色々。手軽に扱えるコンパクトタイプ、レンズの交換や、

凝った設定ができる一眼レフタイプ、ミラーをなくし、一眼レフと同等の高画質を実現

したミラーレス一眼タイプなどがあります。 

暗い場所や動きのある写真を撮りたい方には一眼レフタイプがおすすめ！ミラーレス一眼タ

イプは動きの速い被写体の撮影は苦手ですが、小型で軽いのが特徴です。 
 

撮った写真はメモリーカードに保存されます。カードを写真屋さんなどにもちこめば、プリント

してもらうこともできますが、写真をパソコンに取り込み、プリントすることもできます。取り込み

には USB ケーブルを使用してパソコンにつなぐ方法や、外付けのカードリーダーを使用すると

いう方法があります。 
 

携帯音楽プレーヤー 
 

iPod や WALKMAN など、パソコンに取り込んだ音楽を移して、持ち歩くことができる

機器を携帯音楽プレーヤーといいます。携帯音楽プレーヤーにはハードディスクやフ

ラッシュメモリが内蔵されており、小さい装置ながら数百～数千曲も音楽を保存するこ

とができます。保存できる曲数はメモリの容量で決まります。 

 

音楽をパソコンに転送するには音楽 CD からの取り込みや音楽配信サイトから購入する方

法があります。携帯音楽プレーヤーには、ケーブルでパソコンとつないで転送します。 
 

もっとパソコン周辺機器について知りたい方はこちらの展示資料がおすすめ！ 

★音楽・写真で楽しさ広がる！デジタル生活        発行・NHK 出版           ００７．６ ナ 

★デジタル写真自由自在                  発行・FOM 出版           ００７．６４２ デ 
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おすすめ展示図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             パソコンの「パ」の字からネット遊び 

 
         サトウサンペイ・Ｐａｓｏ編集部 著 

         朝日新聞社 
              ２００９年発行 
              請求記号 ５４７．４ パ 

 
 

             はじめてのパソコン・スマートフォン 

         スタートブック ２０１１～２０１２年 

 
         大澤文孝 監修 

                秀和システム編集部 編 

                秀和システム 

                ２０１１年発行 

                請求記号 ００７．６ ハ １１ 

                

パソコン初心者が知りたいパソコンの基礎から、便利なインターネットサイトの情報

や、周辺機器、そして今話題のスマートフォンまで幅広く、しかもわかりやすく紹介

しています。入門書としてはもちろん、パソコンとパソコンを取り巻く「今」に乗り

遅れないために、必読の１冊です。 

１さ 

 

サトウサンペイさんが先生の米田裕子さんと一緒にパソコンのいろはから学びます。

読者のパソコンの「？」をサトウさんがズバリと先生に質問！ネット遊びというタイ

トルですが、内容はインターネットだけにとどまらず、年賀状作りやワードでの文章

作りなど、パソコンを使うときに知りたい情報が盛りだくさんです。 
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展示図書リスト 

 

 

 
 

 

 

パソコンを使ってみたい 
 

出版年 請求記号

２０１５年 ００７．６　イ

２０１０年 ００７．６　シ

２０１５年 ００７．６　デ

２０１１年 ００７．６　ハ

２０１５年 ００７．６　パ　１６

２０１６年 ００７．６　ヨ

２０１５年 ００７．６３４　イ

２０１４年 ００７．６３４　イ

２０１５年 ００７．６３４　ウ

朝日新聞出版

できるゼロからはじめるパソコン超入門

アスキー書籍編集部　オフィス加減

法林 岳之　できるシリーズ編集部 インプレス

秀和システム

アスキー・メディアワークス初・中級者のためのパソコン・ＩＴ・ネット用語辞典

書名 著編者名 出版社名
今すぐ 使えるかんたんぜったいデキます！パソコン超入門 井上 香緒里 技術評論社

富士通エフ・オー・エム株式会社

リブロワークス

大澤 文孝／監
秀和システム編集部

よくわかる初心者のためのパソコン入門

今すぐ使えるかんたんWindows　１０完全

（コンプリート）ガイドブック困った解決＆便利技

はじめてのパソコン・スマートフォン

スタートブック　２０１１～２０１２年版

パソコンで困ったときに開く本　２０１６

一瞬で差がつくPC活用術ショ ートカットキー全事典

Windows　１０お悩み解決BOOK

イ ンサイ トイ メージ　できるシリーズ編集部

広野 忠敏　できるシリーズ編集部

ＦＯＭ出版

技術評論社

インプレス

インプレス
 

ソフトを活用したい 
 

２０１５年 ００７．６３　イ

２０１６年 ００７．６３　エ

２００９年 ００７．６３　エ

２００９年 ００７．６３８　ワ

Ｅｘｃｅｌでできる！家庭で役立つ文書の作り方

国本 温子　学研WOMAN編集部／執筆

ＡＹＵＲＡ 技術評論社

技術評論社

学研プラスエクセル＆ワード＆パワポ完全ガイド

ＡＹＵＲＡWordでできる！家庭で役立つ文書の作り方

今すぐ使えるかんたんＷｏｒｄ　＆　Ｅｘｃｅｌ　２０１６ 技術評論社編集部　ＡＹＵＲＡ 技術評論社

 

インターネットを使ってみたい 
 

２００８年 ００７．５　ア

２００７年 ５４７．４　カ

２００８年 ５４７．４　ナ

２００９年 ５４７．４　パ

ぜったいデキます！これからはじめるグーグル ＡＹＵＲＡ 技術評論社

朝日新聞出版パソコンの「パ」の字からネット遊び

富士通エフ・オー・エム株式会社

サトウサンペイ　Ｐａｓｏ編集部

門脇 香奈子これからはじめるメール＆インターネットの本

なるほど楽しいインターネット

技術評論社

ＦＯＭ出版

 

趣味や交流の幅を広げたい 
 

２０１１年 ００７．６　ナ

２００７年 ００７．６３８　パ

２０１５年 ００７．６４２　デ

２０１１年 ５４７．４　イ

２０１０年 ５４７．４　デ

２０１０年 ５４７．４　ナ

２０１０年 ５４７．４　フ

２００８年 ５４７．４　ブ

２０１０年 ５９９　ウ

２０１３年 ６７０　ハ

２０１５年 ６７３．３　ハ

２００９年 ７２６．５　タ

インプレスジャパン

デジタル写真自由自在 富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM出版

ＮＨＫ出版
中谷 日出　講師

日本放送協会・ＮＨＫ出版

できる１００ワザ　ＵＳＴＲＥＡＭ　

デジタル写真で楽しさ１００倍！
ゼロからはじめる！ブログ

神田敏晶・できるシリーズ編集部

はじめてのネットショップ開店・運営講座 小宮山 真吾　リンクアップ 技術評論社

Ｗｏｒｄでできる大人のお絵かき 高倉 幸江 学習研究社

インプレスジャパン

成美堂出版
ディスカヴァー・トゥエンティワン

はじめてのヤフオク！ Studioノマド 秀和システム

facebookをスマートに使いこなす基本＆活用ワザ１５０

ブログをつくりたい！

ママのための子育てツイッター入門

田口 和裕ほか

成美堂出版編集部

内海 裕子

音楽・写真で楽しさ広がる！デジタル生活
中村 伊知哉　講師

日本放送協会・ＮＨＫ出版 ＮＨＫ出版

パソコンで作ろう！プレゼント

今すぐ使えるかんたんＴｗｉｔｔｅｒツイッター入門

佐々木 博／監　ＮＨＫ出版

リンクアップ 技術評論社

ＮＨＫ出版
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１． 情報検索のキーワード 
 

 

 

 

 

 

２． 基本的な情報を引き出す 
辞書・事典類で、テーマについて基本的な情報を入手しましょう。 

 

＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 
現代用語の基礎知識 ２０１４ 

自由国民社 ２０１４ 
０３１ ゲ １４ 野方、東中野、 

上高田図書館 

R０３１ ゲ １４ 中央図書館 

最新標準パソコン用語事典 ２０１３－２０１４年版 

秀和システム第一出版編集部 

秀和システム ２０１３ 

００７．６ サ １３ 東中野、 

江古田図書館 

 

３． 図書を探す 
◆テーマの棚に行って探す 

  図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、請求記号の最初の数字を参考にして

同じ主題の本を探すことができます。 

 

＜関連分野の分類記号＞ 

請求記号 分野 請求記号 分野 請求記号 分野 

００７ 情報学 ５４７．４ 有線通信 ５４８．２ コンピュータ 

 

◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx 

 

＜図書館で所蔵している図書＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

よくわかる初心者のためのパソコン入門 

富士通エフ・オー・エム株式会社 FOM 出版 ２０１６ 

００７．６ ヨ 上高田図書館 

Ｗｏｒｄ ＆ Ｅｘｃｅｌ ２０１３パーフェクトマスター 

野田 ユウキ アンカー・プロ 秀和システム ２０１３ 

００７．６３ ワ 中央図書館 

いますぐわかる Windows １０ 

インプレス ２０１５ 

００７．６３４ イ 東中野図書館 

今すぐ使えるかんたんインターネット＆メール 

リブロワークス 技術評論社 ２０１５ 

５４７．４ イ 野方図書館 

パソコン（パーソナルコンピュータ）・コンピュータ・PC・インターネット・メール・(無線)LAN 

Windows（ウィンドウズ）・MAC OS(マック オーエス)・CPU・メモリ・Word(ワード) 

Excel（エクセル）・Photoshop(フォトショップ)・Twitter(ツイッター)・ブログ・デジカメ  など 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx
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◆東京都内公立図書館で所蔵されている図書を探す 
  ◎東京都公立図書館リサーチページ 統合検索 http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/ 

東京都内の公立図書館の蔵書を一括して検索できます。 
 

◆国内で刊行されている図書を探す 

  ◎国立国会図書館サーチ（NDL-OPAC） 【インターネット】  http://iss.ndl.go.jp/ 

国内で刊行されている図書や雑誌が検索できます。 

 

４． 雑誌を探す 
◆中野区立図書館ホームページの蔵書検索で探す 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html 
 

＜図書館で所蔵している雑誌＞(一例) 

資料情報 請求記号 所蔵館 

日経パソコン  日経ＢＰ社     月２回刊 ００ 鷺宮、東中野図書館 

特選街      特選街出版・マキノ出版 月刊 ６７ 南台、上高田図書館 
 

◆国内で刊行されている雑誌を探す 

◎雑誌新聞総かたろぐ ２０１３年版 メディア・リサーチ・センター 【冊子】 

  （中央図書館 参考資料室所蔵） 

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 

    ※国立国会図書館サーチでは、国内で刊行されている雑誌、雑誌の記事も検索できます。 

 

５． インターネットを利用して調べる 
◎財団法人 全日本情報学習振興協会 http://www.joho-gakushu.or.jp/ 

パソコン検定試験、タイピングの検定試験等を実施している。同協会が監修している 

パソコン教室検索ガイドのページもある。 
 

◎財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/ 

インターネット白書（中央図書館 参考資料室所蔵）の監修を手掛ける。 

サイトでは「インターネットにおけるルール&マナー検定」を実施している。 
 

◎コンピュータ博物館（一般社団法人情報処理学会） http://museum.ipsj.or.jp/ 

日本の歴史的コンピュータとその開発に携わった人々に関する資料が掲載されている 

バーチャル博物館。 

 

６． 関連機関を利用して調べる 
◎経済産業省 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

ＴＥＬ：０３－３５０１－１５１１（代表） http://www.meti.go.jp/ 
 

◎総務省 

〒１００－８９２６ 東京都千代田区霞が関２－１－２ 中央合同庁舎第２号館 

ＴＥＬ：０３－５２５３－５１１１（代表） http://www.soumu.go.jp/ 

  
◎中野区役所 

〒１６４－８５０１ 東京都中野区中野４－８－１ 

ＴＥＬ：０３－３３８９－１１１１（代表） http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/ 

 
 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
http://iss.ndl.go.jp/
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html
http://www.joho-gakushu.or.jp/
http://www.iajapan.org/
http://museum.ipsj.or.jp/
http://www.meti.go.jp/
http://www.soumu.go.jp/
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/
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毎月第１・３・５土曜日 

ごご 1：３０～２：００ 

場所 １階児童室 

担当 図書館員 

 

毎月第２・４水曜日 

ごご３：３０～４：００ 

場所 ２階おはなしのおへや 

担当 

毎月第３火曜日 

ちいさいこ（０～３才） 

場所 ２階おはなしのおへや 

担当 図書館員 

 

毎週水曜日 

上高田児童館にて 

※日程は変わることがあります。図書館にご確認ください。 


