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 「パソコンに役立つ本は

かなと図書館に来たけれ

置いている場所がバラバ

なっていて戸惑った」とい

もいらっしゃるのではあ

んか。ひとくちにパソコン

といっても、インターネッ

ール、文書作成、プログ

グ、デジカメ…など、その

はさまざまで、図書館で

の内容によって別々に分

れているからです。館に

は、パソコン関係の本を

めたコーナーを設けるな

工夫をしていますが、そ

も、テーマによってはどう

も書棚が離れてしまうこ

ります。そこで、この「図

で解決！？」では、パソ

これから始めようと思わ

方にむけて、パソコンに

んでいただきやすいよう

つかの項目に分けてご案

ていきます。 

堺市立図書館を

ご利用の 
みなさまへ 
と     しょ   かん         かい   けつ 
図 書 館 で 解 決！？ 第１６号

日 

(改版) 
パソコンの入門書を探す 

 

堺市立図書館では、本をその内容（主題）によって「日本十進分類法（NDC） 新訂 8

版」に従い分類しています。本の背ラベルの数字がこの分類を表しており、基本的には

分類記号の順に本を並べています（背ラベルの表記については、「図書館で解決!？第 7

号」をご覧ください）。 

今回は使用目的にあわせた入門書とともに、その分類記号を紹介します。図書館で

本を探す時や、図書館のホームページ、OPAC(館内の検索機)での蔵書検索時に参考

にしていただければと思います。（本が見つからない場合は、気軽に職員にお尋ね下さ

い。） 

 

 
 

パソコンについての入門的な本は、「007.6」（情報処理）という分類の棚に並んで

います。絵や図を用い、わかりやすく解説してある本も多く出版されています。 

『できるゼロからはじめるパソコン超入門』 

法林岳之/著 インプレスジャパン 2009 

『根本的理解！パソコンのどうなってるの？なんでだろう？』 

唯野司/著 技術評論社 2008 

『新パソコンの「パ」の字から』 

サトウサンペイ・池辺史生／著 朝日新聞社 2002 

『イチから教えて！パソコンおたすけ BOOK』  

日本実業出版社 2007 

『絵で見てわかるパソコンのしくみ』 

高作義明・荻原洋子/著 新星出版社 2003 

 

Windows（ウィンドウズ）やＭac OS（マック オーエス）のような、

ムを効率よく使うためのソフトウエアを OS（オーエス：オペレーショ

いい、基本ソフトともいいます。これらの本も「007.6」という分類の

＊お使いの OS を確認しておくと、ぴったりの本が探せます

（エックスピー），Ｖista（ビスタ）等の名称がついてい

『できる Windows7』  

 法林岳之/著 

『はじめての Windows Vista』基本編 

戸内順一/著 

『超図解 Windows XP Home Edition』 

 エクスメディア/著 エ

『パソコン教科書使って楽しむ Microsoft Windows Vista』

森田順子/著 日経ＢＰ

『Ｍａｃ入門・活用ガイド』2008 

小泉森弥/著 毎日コミュニ

『実践マスターMac OS Ⅹ Version10.5 Leopard』  

折中良樹/著 

（

しら     もの 

図書館で調べ物をしてみませんか？ 

ない

ど、

ラに

う方

りませ

の本

トやメ
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は、そ
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ともあ

書館
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内し

パソコンの使い方は？ 

パソコンはどんなもの？

 

 

コンピュータシステ

ン・システムの略）と

棚に並んでいます。 

。Windows ならば、XP

ます。 

秀和システム 2009 

秀和システム 2007 

クスメディア 2001 

 

ソフトプレス 2008 

ケーションズ 2008 

ソーテック社 2008 

裏もご覧ください） 



 

 

 

データ通信関連などの本が並んでいる、「547.48」（通信）という分類の棚にありま

す。 

 『はじめてのインターネット＆電子メール総合編』  

戸内順一/著 秀和システム 2008 

『超入門ゼロからはじめるインターネット』  

深沢久夫/著 成美堂出版 2008 

『速効！図解インターネット＆メール』総合版  

荻野ケイ/著 毎日コミュニケーションズ 2007 

＊インターネットは便利な半面、危険性もあります。次のような視点からの本

も出版されています。 

『なにが危険なの？ ～ホームページ・メール・個人情報～』 

尾花紀子・高橋慈子他/著 岩波書店 2005 

『やさしいインターネットセキュリティ』 

御池鮎樹/著 工学社 2008 
 

 

『誰でも簡単！手取り足取り「自分流」ブログ入門』  

青木恵美/著 技術評論社 2005 

『できるホームページ HTML 入門』改訂版   

 佐藤和人・できるシリーズ編集部/著 

インプレスジャパン 2007 

『140 文字でわかるツイッター入門』   

篠田ヒロシ/著 毎日コミュニケーションズ 2010 

こちらも、インターネットと同じ「547.48」の棚にあります。 

 

 

Word（ワード）、一太郎など、ワープロソフトの本は「336.57」

ピュータシステム）に分類されます。 

『今すぐ使えるかんたん Word 2010』  

技術評論社編集部/著

『はじめての人のためのワード 2007 超入門』  

東弘子/著 毎日コミュニ

『一太郎2006のすべて』       井上健語/著 ジャ

『世界一わかりやすい Word2003』  ブルーバックス出版

＊Excel など（エクセル）の表計算ソフト、Access（アクセ

ータベースソフトは「007.6」（情報処理）の棚をご覧く

ならば Word2007、Word2003 のように、ご自身でお使いの

ョンにあったものをお選びください。 

『はじめての人のためのエクセル 2007 超入門』  

川上恭子・野々山美紀/著 毎日コミュニ

『これからはじめる Access の本』    井上香緒里/著

『今すぐ使えるかんたん Excel2003』 

技術評論社編集部/著

パソコンをしたい（してみたい）という場合、目的は色々あると

うに目的によって解説されている本の場所が異なっていることを

類を上手に活用して目的の本をお探しください。 

（平成 22 年 9 月

インターネットやメールをしたい！ 
堺市立図書館一覧 

中央図書館 

堺区大仙中町 18-１ 

〒590-0801 TEL244-3811 

堺市駅前分館 

堺区田出井町 1-1-300 

〒590-0014 TEL222-0140 

中図書館 

中区深井清水町 1426 

〒599-8273 TEL270-8140   

東百舌鳥分館 

中区土塔町 2363-23 

〒599-8234 TEL234-9600   

東図書館 

東区北野田 1077 

〒59９-8123 TEL235-1345 

初芝分館 

東区野尻町 221-4 

〒599-8116 TEL286-0071 

西図書館 

西区鳳南町 4 丁 444-1 

〒593-8325 TEL271-2032  

南図書館 

南区茶山台 1 丁 7-1 

〒590-0115 TEL294-0123 

栂分館 

南区桃山台 2 丁 1-2 

〒590-0141 TEL296-0025 

美木多分館 

南区鴨谷台 2 丁 4-1 

〒590-0138 TEL296-2111 

北図書館 

北区新金岡町 5 丁 1-4 

〒591-8021 TEL258-6850 

美原図書館 

美原区黒山 167-14 

〒587-0002 TEL369-1166 

人権ふれあいセンター図書ホール 

堺区協和町 2 丁 61 

〒590-0822 TEL245-2534 

青少年センター図書室 

堺区柳之町西１丁３－１９ 

〒590-0930 TEL228-6331 

パソコンを使って情報発信したい！ 

いろいろなソフトの使い方を知りたい！ 

編集・発行： 
平成 21 年 3 月 19 日 

平成 22 年 9 月 3 日(改版) 

堺市立中央図書館 
〒590-0801 
堺市堺区大仙中町 18-1 
Tel：072-244-3811 
Fax：072-244-3321 

 

  

（事務の機械化・コン

 技術評論社 2010 

ケーションズ 2008 

ストシステム 2006 

部/編 講談社 2006 

ス）などのデ

ださい。Word

ソフトのバージ

ケーションズ 2008 

 技術評論社   2008 

 技術評論社 2008 

思います。上記のよ

ご理解いただき、分

3 日現在の情報です） 

 


