
タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

ソーシャルネットワーク革命がみるみるわかる本 ふくりゅう／著 ダイヤモンド社 2011 007.3/ﾌｸ

ネット炎上対策の教科書 小林 直樹／著 日経BP社 2015 336/ｺﾊﾞ

これ1冊で完全理解facebook 井上 真花／著 日経BP社 2012 547.4/ｲﾉ

SNSって面白いの? 草野 真一／著 講談社 2015 547.4/ｸｻ

これからはじめるLINE基本&活用ワザ公式ガイド コグレ マサト／著 インプレスジャパン 2014 547.4/ｺﾚ

脱!SNSのトラブル 佐藤 佳弘／編著 武蔵野大学出版会 2017 547.4/ｻﾄ

スマホではじめるfacebook 高橋 慈子／著 インプレスジャパン 2013 547.4/ｽﾏ

LINEスタートブック 高橋 慈子／著 秀和システム 2012 547.4/ﾀｶ

いいね!フェイスブック 野本 響子／著 朝日新聞出版 2011 547.4/ﾉﾓ

facebookを100倍活用する本 - アスペクト 2011 547.4/ﾌｪ

facebookスマートに使いこなす基本&活用ワザ210 田口 和裕／著 インプレスジャパン 2013 547.4/ﾌｪ

日本人のためのフェイスブック入門 松宮 義仁／著 フォレスト出版 2011 547.4/ﾏﾂ

フェイスブックが危ない 守屋 英一／著 文藝春秋 2012 547.4/ﾓﾘ

YouTubeかんたん使いこなしハンドブック 八木 重和／著 秀和システム 2012 547.4/ﾔｷﾞ

Twitter Perfect GuideBook 柳谷 智宣／著 ソーテック社 2012 547.4/ﾔﾅ

インターネットはなぜ人権侵害の温床になるのか 吉冨 康成／編著 ミネルヴァ書房 2014 547.4/ﾖｼ

LINE&Instagram & facebook & Twitter基本&活用ワザ150 田口 和裕／著 インプレス 2016 547.4/ﾗｲ

Facebook41の提案 渡辺 英伸／著 日本経済新聞出版社 2011 547.4/ﾜﾀ

おしえて!尾木ママ最新SNSの心得　１～３ 尾木 直樹／監修 ポプラ社 2015 547/ｵｼ

気をつけよう!SNS　1～３ 小寺 信良／著 汐文社 2013 547/ｺﾃﾞ

新ソーシャルメディア完全読本 斉藤 徹／著 アスキー・メディアワークス 2011 675/ｻｲ

ソーシャルメディア 斉藤 徹／監修 アスキー・メディアワークス 2010 675/ｿｼ

家庭でマスター!中学生のスマホ免許 遠藤 美季／著 誠文堂新光社 2014 694/ｴﾝ

ほか

　　　　    ＳＮＳを使いこなす！

山梨県立図書館

by Vector Open Stock 

ぼくらの 

生きる 

ＩＣＴ社会 
1階ティーンズコーナーテーマ展示  展示期間  【2018年5月16日～7月18日】 



タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

調べるって楽しい! 大串 夏身／著 青弓社 2013 007.58/ｵｵ

はじめての今さら聞けないネット検索 羽石 相／著 秀和システム 2016 007.58/ﾊﾈ

気をつけよう!情報モラル　１～３ - 汐文社 2012 007/ｱｷ

自分と未来のつくり方 石田 英敬／著 岩波書店 2010 007/ｲｼ

大人を黙らせるインターネットの歩き方 小木曽 健／著 筑摩書房 2017 007/ｵｷﾞ

気をつけよう!情報モラル　１～４ - 汐文社 2017 007/ｷｵ

知っておきたい情報社会の安全知識 坂井 修一／著 岩波書店 2010 007/ｻｶ

ネットとリアルのあいだ 西垣 通／著 筑摩書房 2009 007/ﾆｼ

池上彰と学ぶメディアのめ NHK「メディアのめ」制作班／著 NHK出版 2013 361/ｲｹ

池上彰さんと学ぶみんなのメディアリテラシー　１～３ 池上 彰／監修 学研教育出版 2015 361/ｲｹ

みんなで考えよう!つかう・つかわない?どうつかう?　１～３ 稲葉 茂勝／著 フレーベル館 2015 361/ｲﾅ

小中学生のための世界一わかりやすいメディアリテラシー 後藤 武士／著 宝島社 2008 361/ｺﾞﾄ

窓をひろげて考えよう 下村 健一／著 かもがわ出版 2017 361/ｼﾓ

社会の真実の見つけかた 堤 未果／著 岩波書店 2011 361/ﾂﾂ

高校生のためのメディア・リテラシー 林 直哉／著 筑摩書房 2007 361/ﾊﾔ

世界を信じるためのメソッド 森 達也／著 理論社 2006 361/ﾓﾘ

クリックしたら、こうなった 多田 文明／著 メディアファクトリー 2009 365/ﾀﾀﾞ

子ども、保護者、教員で考えるインターネットトラブル防止ガイド SNAスクールネットワークアドバイザー／編著 ラピュータ 2014 368.6/ｺﾄﾞ

15歳の可能性 加瀬 ヒサヲ／作 ほるぷ出版 2013 547/ｶｾ

小中学生のためのインターネット安全ガイド 野間 俊彦／著 日経BP社 2009 547/ﾉﾏ

中高生のためのケータイ・スマホハンドブック 今津 孝次郎／監修 学事出版 2013 694/ﾁｭ
ほか

タイトル 著者名 出版社 出版年 背ラベル

「プログラミング」のキホン 杉浦 賢／著 ソフトバンククリエイティブ 2011 007.64/ｽｷﾞ

プログラムの絵本 アンク／著 翔泳社 2016 007.64/ﾌﾟﾛ

中学プログラミング 蝦名 信英／著 サンタクロース・プレス 2017 007/ｴﾋﾞ

プログラミングについて調べよう 川崎 純子／文 岩崎書店 2017 007/ｶﾜ

子どもと一緒に楽しむ!プログラミング - 日経BP社 2017 007/ｺﾄﾞ

10才からはじめるプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 創元社 2015 007/ｼﾞｯ

ローリーとふしぎな国の物語 カルロス・ブエノ／著 マイナビ出版 2017 007/ﾌﾞｴ

パソコンがなくてもわかるはじめてのプログラミング　1～３ 松林 弘治／著 角川アスキー総合研究所 2017 007/ﾏﾂ

妖怪プログラミング アルゴとリズムの冒険 宮嵜 淳／著 リックテレコム 2016 007/ﾐﾔ

10代からのプログラミング教室 矢沢 久雄／著 河出書房新社 2017 007/ﾔｻﾞ

世界が変わるプログラム入門 山本 貴光／著 筑摩書房 2015 007/ﾔﾏ

Raspberry Piではじめるどきどきプログラミング 阿部 和広／監修・著 日経BP社 2016 007/ﾗｽﾞ

ルビィのぼうけん リンダ・リウカス／作 翔泳社 2016 007/ﾘｳ

高校生からはじめるプログラミング 吉村 総一郎／著 KADOKAWA 2017 547.4/ﾖｼ

スタディーノではじめるうきうきロボットプログラミング 宇野 泰正／著 日経BP社 2014 548/ｳﾉ

プログラミングは、ロボットから始めよう! 加藤エルテス 聡志／著 小学館 2017 548/ｶﾄ

こどもパソコンIchigoJamはじめてのでんし工作 Natural Style／著 リックテレコム 2016 548/ｺﾄﾞ

小学生・中学生でもできるiPhoneアプリ開発 泉 直樹／共著 エムディエヌコーポレーション 2014 694/ｲｽﾞ

10才からはじめるゲームプログラミング図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 創元社 2017 798/ｼﾞｯ
ほか 山梨県立図書館

　　　　　情報を見分ける力“メディアリテラシー”

　　　　　社会は、プログラミングで動いている！


