④雑誌・新聞を調べてみましょう！
テーマに沿った雑誌を読んでみましょう。
また，雑誌や新聞の記事などを探したい場合は，
職員にご相談ください。
★たとえばこんな雑誌があります…
所蔵
場所

雑誌名（出版社）
アイ

オー

一般

Ｉ／Ｏ（工学社）

一般

日経ＰＣ21（日経ＢＰ社）

一般

Mac Fan（マイナビ出版）

マック

ファン

【分類】に注目！
図書には［日本十進分類法（NDC）
］で分類された
数字がつけられています。
その数字で図書のおおまかな内容がわかります。
000
100
200
300
400
500
600
700
800
900

総記（百科事典など）
哲学（心理学・宗教など）
歴史（歴史・伝記・地理・ガイドブックなど）
社会科学（政治・経済・教育・風俗習慣など）
自然科学（数学・理学・医学など）
技術（環境・工業・家政学・手芸・料理など）
産業（農林水産業・商業・運輸など）
芸術（美術・音楽・スポーツ・娯楽など）
言語（各国の言葉・国語辞典・漢和辞典など）
文学

図書館で 探そう！調べよう！

【パソコン・インターネット
・スマートフォン】
に関する資料の探しかた

パスファインダー（Pathfinder）とは，
調べたいと思う事柄について役立つ資料を
わかりやすく紹介するものです。

★［パソコン・インターネット・スマートフォン］の
主な分類と内容例
【情報科学，情報と社会，情報検索，
コンピュータシステム，ソフトウェア】
基本操作
ウィンドウズ

007

マック

オペレーティングシステム（Windows，Mac
エクセル

表計算ソフト（Excel

など）

ここでは

【パソコン・インターネット
・スマートフォン】
について，必要な資料や情報を見つける
ことができるよう，資料の探しかたや，

など）
パ ワ ー ポイント

プレゼンテーションソフト（PowerPoint

など）

いろいろな情報源の一部をご紹介します。

ア ク セ ス

データベース（Access など）
【（会社実務）事務の機械化】
336.5

368.6

547

ワ ー ド

ワードプロセッサ（Word など）
テレワーク（リモートワーク）
【犯罪】コンピュータ犯罪
【通信工学，電気通信】
インターネット，電子メール
ホームページ，ブログ
ソーシャルネットワーキングサービス
ラ イ ン

フェイスブック

インスタグラム

ユーチューブ

（LINE，Facebook，Instagram，YouTube など）
ラ

ン

ワイ

ファイ

コンピュータセキュリティ，LAN，Wi-Fi
【情報工学】
548

670
746

アイパッド

パソコン各製品の操作（iPad など）
自作パソコン，コンピュータの歴史
【商業】インターネットオークション
【写真】デジタルカメラ

調べ物のおてつだいカウンター

京都市中央図書館 参考図書室
資料が見つからないときや，もっと調べたいときは，
お気軽に職員におたずねください。
調べるおてつだいをいたします。

2022.6 改訂

【パソコン・インターネット・スマートフォン】に関する資料を探すには
【請求記号】

【分類】については次のページで！

①図書を本棚で探しましょう！

←分類

007.6

図書の背には，検索機で調べたときの表示と同じ【請求記号】

デ

←図書記号

（分類，カタカナの図書記号，巻番号）のラベルがついています。

13

←巻番号

まず【所蔵場所】が［一般］
［児童］
［参考］
［郷土］など，どのフロアにあるか確認してから，
【請求記号】をたよりにして図書を探しましょう。
（［庫 1］などは書庫の資料です。職員におたずねください。）
※請求記号の最初に【別置記号】
（アルファベットなど）がある場合は，通常の本棚とは違うならびにあります。
探している図書の前後にも，似た内容の
図書がないか，本棚をながめてみましょう！

★たとえば《パソコン・インターネット・スマートフォン》に関するこんな図書があります…
所蔵
場所

請求記号

一般

Ｐ/007.6/ﾊﾟ

書名（著者 出版社）
パソコンとインターネットの「わからない!」をぜんぶ
解決する本 Windows 11 完全対応版（宝島社）

内容

一般

Ｐ/007.6/ﾊﾟ/22

パソコンで困ったときに開く本 2022（朝日新聞出版）

一般

007.6/ｵ

一般

Ｐ/547.4/ｲ

一般

Ｐ/547.4/ﾗ

基礎からわかる情報リテラシー コンピューター・インタ
ーネットと付き合う基礎知識 改訂第 4 版
（奥村 晴彦[ほか]／著 技術評論社）
今すぐ使えるかんたん Wi‐Fi & 自宅 LAN 完全(コンプリ
ート)ガイドブック困った解決&便利技
（芹澤 正芳[ほか]／著 技術評論社）

Windows11 パソコンの基本操作がカラー図版
でわかる本。
パソコンでの困りごとを Q&A 方式で回答。
用語集も掲載。
パソコンの OS に関わらず身に付けたい，基
礎的な操作や用語が解説されている本。
Wi-Fi など，インターネット接続に関する知
識がわかる本。

LINE ／ Facebook／ Twitter／ Instagram／ YouTube ／ Zoom
の「わからない!」をぜんぶ解決する本（宝島社）

代表的な SNS が，どんなものか紹介されてい
る本。

※別置記号［Ｐ］はパソコン関連図書コーナーにある資料です。このコーナーには入門書やご利用の多い図書など，職員おすすめのものを集めています。

②検索機を使ってみましょう！
オーパック

ウ ェ ブ

オーパック

手がかりとなるキーワードを見つけたら，OPAC（図書検索機），WEB－OPAC（インターネット図書検
索機）で検索して，図書を探してみましょう。
ウ ィ ン ド ウ ズ

★たとえばこんなキーワード…パーソナルコンピュータ（パソコン）
，オペレーティングシステム［Windows，
マ ッ ク

エクセル

ワ ー ド

Macなど］
，ソフトウェアの名前[Excel，Word など]，インターネット，コンピュータセキュリティ，
ワイ

ファイ

エーアイ

デジタルカメラ（デジカメ）
，ホームページ，ブログ，テレワーク（リモートワーク）
，Wi- F i ， A I ，
ﾌｧｲﾌﾞ ｼﾞｰ

ラ イ ン

フ ェ イ ス ブ ッ ク

イ ン ス タ グ ラ ム

５ G ，オンラインストレージ，ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）
［LINE，Facebook，Instagram，
ユ ー

チ ュ ー ブ

YouTube など］
，スマートフォン（スマホ）

同じ意味でも，別の言葉で検索してみましょう！
ふ ろく

※OPAC で「ぶろぐ」と入力すると「ブログ」
「プログラム」
「付録」などを含む図書がヒットします。
はくしょ

けん ぱくしょ

WEB-OPAC で「白書」と漢字を入力すると「経済白書」
「建白書」などを含む図書がヒットします。
※たくさんヒットした場合は【分類】で並べかえると，似た内容の図書をまとめて確認することができます。

③参考図書や事典（辞典）を見てみましょう！
百科事典や専門分野の事典（辞典）など，参考図書をつかって情報を集めましょう。
テーマを理解するとともに，新たなキーワードが見つかるかもしれません。
また，図書の巻末や別冊についている索引を使うと便利に調べることができます。
★たとえばこんな図書があります…
所蔵
場所

請求記号

参考

Ｒ/547.4/ｲ/22

参考

Ｒ/547.4/ﾒ/21

一般

007.6/ｻ

一般

694.6/ｻ

※別置記号［Ｒ］は閲覧資料です。参考図書室内でごらんください。

書名（著者 出版社）

内容

インターネット白書 2022
インプレス R&D）

インターネットに関する最新の動向
がまとめられたもの。

迷惑メール対策推進協議会）

迷惑メールに関する最新の動向がま
とめられたもの。

（インターネット白書編集委員会／編

迷惑メール白書 2021
（迷惑メール対策推進協議会／編集

最新基本パソコン用語事典 第 5 版
（秀和システム編集本部／編著

秀和システム）

最新スマホ用語&操作事典 Basic Edition
（秀和システム編集本部／編著

秀和システム）

基礎的な用語が多数の図とともに解
説されている事典。
スマホに関する用語や，便利技につ
いて解説されている事典。
次ページは，雑誌・新聞や【分類】について

