
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中野区立上高田図書館 

ＴＥＬ：０３－３３１９－５４１１

 近年、インターネットは非常に身近になりました。 

 パソコンとともに、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末が普及し、

インターネットの広がりを促進しています。 

 みなさんはインターネットを十分に使いこなしているでしょうか？ 

 「パソコンは持ってるけど、インターネットはあまり使っていない」 

 「子どもがスマホを欲しがるけど、ネットトラブルが怖い」 

 このような不安や心配を抱えている方もいることでしょう。 

 そこで、この機会にインターネットに親しんでみてはいかがでしょうか？ 

 インターネットは情報の宝庫です。使い方とマナーさえ知っておけば、

そこには無限の可能性があります。 

 《どんとこいインターネット》  いざ、ネットライフを始めましょう！ 

 第 3回展示の「もっとひろがれ！パソコンライフ」も一緒にご参照ください。 

●許可を得られた資料に関して掲載しています 

 

 

展示期間：４月２９日(金)～６月２３日(木) 
 

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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以下の手順通り、検索ボックスに入力しましょう。 

①「江戸川乱歩」と入力。 

②スペースキーを押して、空白を作る。 

③「作品」と入力。 

 

 

「江戸川乱歩」と「作品」という2つの単語を含む

サイトが表示されます。 

 

以下の手順通り、検索ボックスに入力しましょう。 

①「中野」と入力し、スペースをあける。 

②「図書館」と入力し、スペースをあける。  

③「場所」と入力。 

 

 

「中野」「図書館」「場所」という３つの単語を含

むサイトが表示されます。 

 

 

 

◆ 江戸川乱歩の作品を知りたい。 ◆ 自宅近くの図書館の場所を知りたい。 

 

 

 

  

Twitter（ツイッター） 

ユーチューブは、インターネット上の動画共有サイトです。 

ネットリテラシーとは、インターネットを正しく利用できる能力のことです。 

インターネット上の情報は、全てが真実とは限りません。信憑（しんぴょう）性に気をつけましょう。ネット

上の著作物にも著作権は存在します。顔の見えない相手とコミュニケ―ションを取る際には、個人情報を安易

にさらしてはならず、マナーも大切です。 

使い方は、検索ボックスに単語を入力して、検索ボタンか Enterキーを押すだけ！ 

２つの単語の間に、空白（スペース）を入れると、複数の単語を含むサイトが表示されます。 

Web サイトの中には、動画やリアルタイムの情報など、目的別に特化した検索サイトもあります。                      

江戸川乱歩 作品 中野 図書館 場所 

検索結果は何ページも表示されますが、上位のページほど人気のページになります。まずは1ページ目

のホームページから閲覧してはいかがでしょうか。 

代表的な検索サイトとして、「Google」や、「Yahoo!Japan」があります。 

YouTube（ユーチューブ） 

歌手の名前や曲名、CD のタイトル名などを、

検索ボックスに入力して検索しましょう。 

動物の名前や、スポーツの種目名、大会など

のイベント名を、検索ボックスに入力して検索

しましょう。 

ツイッターは、最大 140文字までの短文で、投稿を共有するウェブ上のサービスです。 

検索ボックスに芸能人の名前を入力して検索

しましょう。当人がツイッターを登録している

と、投稿を見ることもできます。 

検索ボックスに「地震」と入力して検索しまし

ょう。リアルタイムで更新されていくので、ニュ

ースサイトよりも情報が速いことがあります。 

◆ 好きな歌手の曲を聴きたい。 ◆ 好きな動物やスポーツの動画が見たい。 

◆ 好きな芸能人の近況を知りたい。 ◆ 地震が起こったので情報を知りたい。 
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[参考資料] 

奥村晴彦 『基礎からわかる情報リテラシー』 技術評論社 2014 

赤堀侃司他 『標準パソコン用語事典 最新２００９－２０１０年版』 秀和システム 2009 
 

図書館ホームページのトップにある、「簡単検

索」では、検索したい資料の書名や著者名などの

キーワードを、検索ボックスに１つだけ入力して

検索ができます。漢字、または、全てひらがなや

カタカナで入力しても、同じ検索結果になります。 

ログイン画面から、利用者番号とパスワードを

入力すると、マイページにログインすることができ

ます。利用者番号は図書館のカード上部に印字さ

れています。パスワードが設定できない場合は、

カウンターかお電話でご相談ください。 

マイページでは、資料検索や利用状況確認

など様々なことができます。ここでは、いくつか

の利用方法を紹介します。 
 

①資料検索 

 マイページから資料検索すると、予約や、お

気に入りリストへの登録をすることができます。 
 

②お気に入りリスト 

資料検索で気になった資料を登録すること

ができます。資料の詳細情報を確認し、予約に

進むこともできます。 
 

③利用状況確認 

貸出状況と予約状況の確認ができます。さら

に、貸出中の資料を、予約が入っていない資料に

限り、返却日から 1週間延長することができます。 

① 

② 

③ 

中野区立図書館のホームページでの図書の検索方法と、マイページの使い方を紹介します。

簡単検索の使い方 

マイページの使い方 

「詳細検索」では、書名や著者名、キーワード

など複数の情報を検索ボックスに入力します。

すると、より正確な検索ができます。 

ISBN を入力すると、図書を確実に検索するこ

とができるので便利です。ISBN は、出版物それ

ぞれに割り当てられている番号です。出版物の

裏表紙などに印刷され、書店などのサイトでも

調べられます。 

詳細検索の使い方 
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時代が進むにつれて、より便利で身近な存在となった

インターネット。気軽に利用できる反面、様々な問題が

潜んでいます。情報の危険性は目に見えないので、安全

面が心配です。 

インターネットを安全に使うための心得から、リスクと

対処法まで、ネットセキュリティの達人が伝授します。情

報のチェック方法やセキュリティシミュレーションによ

り、ネット環境の安全に対するイメージが明確になります。 

プロローグの「サイバー安全度チェック」で、まずは

確認してみませんか？ 

ネットの危険を正しく知る  

ファミリー・セキュリティ読本 
一田 和樹 

原書房 

２０１５年３月発行  

請求記号 ００７．６０９ イ 

だれの息子でもない 

神林 長平 

講談社 

２０１４年１１月発行  

請求記号 ９１３．６ カン 

自分と同じ人格の「アバター」がネット社会で活動

するのが当たり前になった未来。故人の「アバター」

を消去する仕事に携わる主人公の前に、ずっと昔に亡

くなった父親の「アバター」が現れて…。 

読み終えて特に考えさせられたことは、たとえ本作

のように「アバター」が存在しなくても、自分の情報

（メール、ブログの書き込みなど）が、ネットにはず

っと残り続けるのかもしれないという可能性です。 

突飛な設定だけれども、案外身近な物語かもしれま

せん。 
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定番フリーソフト大辞典 ２０１６年最新版 - 晋遊舎 ２０１５ ００７．６３ テ １６ 

世界一やさしいウィンドウズ１０ - インプレス ２０１５ ００７．６３４ セ 

アメーバブログではじめるこだわりブログ ブログメディア研究グループ 翔泳社 ２０１３ ５４７．４ ア 

いきなりできます！最新ホームページ作り＆HTML 超入門 デジカル SB クリエイティブ ２０１５ ５４７．４ イ 

今すぐ使えるかんたん Twitter 入門 リンクアップ 技術評論社 ２０１５ ５４７．４ イ 

ＬＩＮＥ＆Ｆａｃｅｂｏｏｋ ＆ Ｔｗｉｔｔｅｒ基本＆活用ワザ 鈴木 朋子 技術評論社 ２０１５ ５４７．４ ス 

世界一やさしいフェイスブック - インプレス ２０１５ ５４７．４ セ 

ＹｏｕＴｕｂｅ Ｐｅｒｆｅｃｔ ＧｕｉｄｅＢｏｏｋ 田口 和裕 タトラエディット ソーテック社 ２０１５ ５４７．４ ユ 

ネット通販がまるごとわかる本 - 晋遊舎 ２０１５ ６７３．３ ネ 

 

▲インターネットを題材にした読み物－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

●インターネット入門－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－ 

書名 著編者名 出版社名 出版年 請求記号 

 

■インターネットを知る～仕組み・トラブル・歴史～－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ＩＣＴことば辞典 大谷 和利 三省堂 ２０１５ ００７ ア 

アカマイ 小川 晃通 KADOKAWA ２０１４ ００７．３ オ 

すぐに役立つ図解と Q＆A でわかる最新ネットトラブルの

法律知識とプロバイダへの削除依頼・開示請求の仕方 
服部 真和／監 三修社 ２０１５ ００７．３ ス 

その「つぶやき」は犯罪です 鳥飼 重和／監  新潮社 ２０１４ ００７．３ ソ 

基礎からわかる情報リテラシー 奥村 晴彦 技術評論社 ２０１４ ００７．６ オ 

キーワードで学ぶ最新情報トピックス ２０１６ 久野 靖他／監 日経ＢＰ社 ２０１６ ００７．６ キ １６ 

ネットの危険を正しく知るファミリー・セキュリティ読本 一田 和樹 原書房 ２０１５ ００７．６０９ イ 

デジタルの作法 宮田 健 KADOKAWA ２０１５ ００７．６０９ ミ 

インターネットなんでも解決大事典 ２０１４年版 - 宝島社 ２０１３ ５４７．４ イ １４ 

コンピューター＆テクノロジー解体新書 ロン・ホワイト SB クリエイティブ ２０１５ ５４８．２ ホ 

 

インターネット的 糸井 重里 ＰＨＰ研究所 ２０１４ ００７．３ イ 

Ｇｏｏｇｌｅ誕生 デビッド・ヴァイス マーク・マルシード イースト・プレス ２００６ ００７．３ バ 

ウェブ小説の衝撃 飯田 一史 筑摩書房 ２０１６ ９１０．２６ イ 

１５歳の可能性 加瀬 ヒサヲ ほるぷ出版 ２０１３ ９１３．６ カセ 

だれの息子でもない 神林 長平 講談社 ２０１４ ９１３．６ カン 

ｋｎｏｗ 野崎 まど 早川書房 ２０１３ ９１３．６ ノザ 

パズル・パレス  上・下 ダン・ブラウン 角川書店 ２００９ ９３３   ブラ 

 

新しいＧｏｏｇｌｅグーグルの常識 - 英和出版社 ２０１５ ００７．５ ア 

奇跡のおやじ・デジタル入門 桐山 秀樹 マガジンハウス ２０１４ ００７．６ キ 

超入門まったく分からない人のパソコン入門 セラン・エディターズ・ネットワーク 西東社 ２０１４ ００７．６ チ 

今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！

インターネット＆メール超入門 
門脇 香奈子 技術評論社 ２０１５ ５４７．４ カ 

速効！図解インターネット＆メール 星 紀明 マイナビ ２０１２ ５４７．４ ホ 

ヤフーＹＡＨＯＯ！ＪＡＰＡＮ基本＆便利技 ＡＹＵＲＡ 技術評論社 ２０１５ ５４７．４ ヤ 

 ★インターネットでできること－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－ 



    

6 
 

 
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   

日経パソコン用語事典 ２０１２年版 

日経ＢＰ社 ２０１１ 

００７．６ ニ １２ 本町図書館 

標準パソコン用語事典 最新２００９

－２０１０年版 

秀和システム ２００９ 

００７．６ ヒ ０９ 鷺宮、上高田図書館 

 

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、分類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＞ 

分類記号 分野 分類記号 分野 

００７．３ 情報と社会 ５４７．４ 有線通信 

００７．５ 情報管理 ５４８．２ コンピュータ 

００７．６ 情報処理 ６９４．５ データ伝送 
 

◆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 

鈴木さんにも分かるネットの未来 

川上量生 岩波書店 ２０１５ 

００７．３ カ 中央、 

上高田図書館 

「あるある」で学ぶ忙しい人のためのパソコン仕事術 

杉山靖彦・できるシリーズ編集部 インプレス ２０１５ 

００７．６ ア 鷺宮図書館 

ネットで見かけた信じられない日本語 

三條雅人 社会評論社 ２０１５ 

８１０．４ サ 南台図書館 

 

◆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。 

 

I C T ( I n t e r n e t  a n d  C o m m u n i c a t i o n  Te c h n o l o g y )、 I T ( I n f o r m a t i o n  Te c h n o l o g y )、

インターネット、ウィンドウズ（Windows）、オンライン、サイト、情報、セキュリティ、

ツイッター、ネット、ネットリテラシー、ブラウザ、フリーソフト、ブログ、ホームページ、

フェイスブック、マック（Mac）、ラン（LAN）、ワイファイ（Wifi）    など  

作成：平成２８年４月２９日 上高田図書館 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx
http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/
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◆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 Search） 【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 

日経コンピュータ   日経ＢＰ社  隔週 ００ 中央図書館 

Ｉ／Ｏ          工学社    月刊 ５４ 南台図書館 

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 

◎一般財団法人インターネット協会 
 http://www.iajapan.org/ 

 セミナーの開催や検定試験の実施、インターネットの今がつかめる「白書」の発行など、

様々な活動を行っています。 

◎国民のための情報セキュリティサイト（総務省） 
 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/ 

 インターネットやパソコンを安全に利用するための、知識や対策が基礎から学べるサイトで

す。インターネットに不慣れな方は、「はじめに」の項目だけでも読んでおく方がいいでしょう。 

◎まんがで学ぼう！！ネットのキケン（京都府警察本部 少年課） 
 http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/hiko/ 

 漫画でわかりやすくネットトラブルを学べます。「広報資料」のページには、サイバー犯罪

への防犯や情報セキュリティのマンガもあります。 
 

６．関連機関を利用して調べる 
◎一般社団法人中野区産業振興推進機構 

〒164-0001東京都中野区中野 4-10-1NAKANO CENTRAL PARK EAST 1F 

TEL：03-5942-6007 
http://ictco.jp/ 

中野区内の情報通信技術とコンテンツを活用し地域の活性化を図る団体です。 
 

◎中野区立中央図書館 

 〒164-0001 東京都中野区中野 2-9-7 

 TEL：03-5340-5070 
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp 

インターネット接続されたパソコンを調査・研究などの目的のために利用いただけます。

中野区立図書館に登録された方ならどなたでもお使いになれます。 

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.iajapan.org/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/hiko/
http://ictco.jp/
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/index.asp
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【ご注意】 

   以下のような相談はお受けできません。ご注意ください。 

  ◇問題集や宿題の答え         ◇クイズの解答 

  ◇法律・人生・医療に関する相談    ◇骨董品の鑑定 

   ただし、このような場合でも、参考となる資料のご案内をいたします。 

   各館職員へご相談ください。 

◆  レファレンスサービスって、どんなサービス？ 

 

 

 

昔読んだ本の内容は覚えているけど、書名が分からない。 

◆  

調べたいことがあるとき、資料や情報を探すお手伝いをします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、日常生活の中での小さな疑問から本格的な調査まで、お気軽

に、 までお尋ねください。また、電話・ファクス・手紙・ホーム

ページでも質問を受け付けています。
 

図書館のホームページでは、これまでの質問と回答も紹介しています。 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwRefInputKensaku.aspx 

作者の名字が一部しか分からないけど、作品が読みたい。 

◆  

 

上高田図書館 ＴＯＰＩＣＳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上高田図書館近辺のお寺の名前を知りたい。 

◆  

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwRefInputKensaku.aspx

