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自宅で使うのか。外出先に携帯するのか。パ
ソコンを使う場所から考えると選びやすい。
自宅で使う人にすすめるのはオールインワ
ンと呼ばれるノートパソコン。CD-RW への書
き込みや DVD 再生が可能な一体型ドライブな
どを内蔵している 。液晶画面を閉じるとほぼ
A4 判の大きさ。液晶画面は小型テレビ並みの
14〜15 インチで見やすく、キーボードも打ち
やすいものが多い。
豊富な機能を考えると、店頭価格は 20 万円
前後でお買い得感がある。購入後の設置が簡単
なのも初心者に向いている。本体に接続するの
は、電源コードとインターネットを使うための
ケーブルぐらい。
ただ、重さは３㎏前後で携帯して使うには重
い。ノートとはいっても、実際には省スペース
パソコン、もしくはいざというときに車などで
持ち運べるポータブルパソコンと割り切った
方がいい。
外出先で使うためにノートパソコンを日常
的に携帯するなら、重さはせいぜい１.5 ㎏ま
で。このタイプのパソコンはモバイルノートと
呼ぶ。B5 判ぐらいの大きさ。
携帯性に加え、モバイルノートで重要になる
のは、標準で装備しているバッテリーの持続時
間。最低でも 4 時間はほしい。外出先で電源の
オンオフを繰り返すことにより、実際の時間は
カタログ表示よりも短くなる傾向がある。
キーボードが小さいため、手元を見ずに両手
で文字を入力するのは難しく、長文のメールを
打ったり、表計算ソフトを使ったりするのには
向かない｡パソコンを使い慣れている人がデス
クトップパソコン などと平行して使うのに適
した機種といえそう。持ち運んで使うために
は、パソコン本体の強度も問題になる。
白川 OA インターネット事業部
● ISDN について知りたい
● インターネットを始めたい
● ホームページを作ってみたい

http://www1.ocn.ne.jp/~soa/

●
●
●
●

軽く薄くするために、液晶画面を閉じたとき
にはキーボードが本体に沈み込むなどの工夫
を凝らした機種も目立ってきた。しかし、薄く
なればなるほど、本体への圧力や衝撃の多くは
液晶部分にかかってくるため、満員電車に乗る
ときなどには注意が必要。
現在店頭に並んでいるノートパソコンは、ハ
ードディスクが 30GB 以上ならば、実用上、処
理能力などの性能面を気にする必要はほとん
どない。新旧パソコンをじっくり比べてみて、
最も自分に合う機種を探してみよう。
☆ DVD 再生
ほとんどの機種で対応。テレビに接続して
楽しむには AV 出力端子があるものを選
ぶ。本体の再生ソフトなどが対応している
かも確認を。
☆ 液晶ディスプレー
機種によって明るさや色合いに差がある。
ワープロや表計算ソフトを長時間使 うな
ら、周囲の照明が画面へ映り込むものは避
ける。
☆ キーボード
使っているバネの種類などにより、打っ
た感触がかなり異なる。手元を見ないで
打つには、キーの左右の幅が最低 16 ㎜は
必要とも。試し打ちを。
☆ メモリー
256MB の機種が多いが、これは必要最低
レベルなので増やした方が動きが速くな
る｡512MB への増設は一万円程。約 30 分
で完了する。
（出典：日経新聞）

パソコンを始めたい
メールの使い方を教えて欲しい
LAN について知りたい
新たに商売を始めたい
E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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こんなとき
ご連絡ください
電話 0574-74-0013
FAX 0574-72-2008
担当／加藤・奥村

インターネットは「世界最大の百科辞典」と
言われる。多くが無料で、書斎や本棚代わりに
使えるから重宝だ。
三省堂の国語辞典「大辞林」にアクセスした
場合。
グーグルでキーワードに、「国語辞典」でも、
直接「大辞林」と入れてもいい。出てくるのは、
「大辞林第二版」で、収録語数 23,300 語。これ
が全部、無料で引けるのだから、「お気に入り」
や｢ブックマーク｣に入れておき、もし使う回数
が多ければ、デスクトップにショートカットを
つくらない手はない。
国語辞典だけではない。三省堂のおかげで、
英和辞典も和英辞典も EXCEED がただで引け
る。英和は 12 万項目、和英は 94,000 項目を収
録する｡小ぶりな辞書だが、英和は時事英語にも
強く、重宝だ。
英和・和英兼用なら「英辞郎」というオンラ
イ ン 上 の 優れ も の が あ る 。 こ れ は 英 語 雑 誌
ENGLISH JOURNAL などを出版しているア
ルク社が運営しているもので、収録語数は実に
英和の見出し語が百万語超。収録語が毎月一万
語のペースで成長しているという竹の子のよう
な辞書である。英語最大の辞書 Oxford English
Dictionary の収録語数が約 62 万語というから
「大辞林」
「英辞郎」
「インフォシーク」

その桁外れ振りがしのばれよう。
生みの親は、滋賀県草津市の翻訳家の道
端秀樹さん。80 年代半ば、辞書に載ってい
ない単語やフレーズをこつこつと自分のパ
ソコンに打ち込み、自分用のデータベース
をつくったのが、そもそもの始まり｡
95 年春、交通事故で生死の境をさまよっ
たのを機に、
「形のある辞書を残したい」と、
仲間内でやっていた単語の収集・編集作業
を外部の人にも広げたので、収録数は当時
の約 20 万語からうなぎ登りに増えた、とい
う。
百万語の収録を記念して、CD-ROM を出
したところ、1,800 円という安値も手伝っ
て、20 万部を超すベストセラーになった。
道端さんは、
「一千万語を目指す」と意気軒
高だ。引いてみると「これでもかこれでも
か」と出てくる頼りになる辞書。 オンライ
ン文化 の花の一つである。
時事用語なら「インフォシーク現代用語
の基礎知識」がお薦め。国民生活社「現代
用語の基礎知識」は、第二次大戦後の 1948
年に創刊以来、愛読者累計は 3 千６百万人
に上るという国民的ベストセラー。
（出典：ほうじん）

http://www.saneido.net/
http://www.nifty.ne.jp/eijiro/
http://infoseek.co.jp/

スウェーデンで生まれた制度で、市民の権利と利益を守る「代理人」として、行政の改善と監
視を任務とする人をいいます。行政機関に対して苦情を申し立てたり、情報開示を求めたりして
います。病院や福祉施設などの民間団体にも監視の目を向けています。
（出典：Clife）
●
●
●
●

インターネットやホームページをはじめたいけど、何と何が必要なの？
全社員にメールアドレスを持たせたいなー。どうしたら？
インターネットの手続きってどうやるの？
料金は高いの？システム管理者はどうするの？
白川ＯＡインターネット事業部
独自ドメインってどうすれば取れるの？
TEL：0574-74-0013
早い物勝ちってホント？
FAX：0574-72-2008

◎インターネット接続サービス

白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

◎ホームページ作成
＆管理サービス

います。インターネットが使えるように設定した
い、メールの使い方が知りたい、ホームページを作
りたい等のご要望は上記までお問い合わせ下さい。
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店 頭
価 格

メモリー
（MB）

モバイル

128〜256
20 万円
(256〜
前後
512)

オ ー ル
インワン

256
20 万円
(512〜
前後
1024)

HDD
(GB)

特

徴

代表的な機種

15〜40

携帯しやすい 重さ と大
きさ。無線 LAN 機能を
内蔵し た機種 が増 えて
いる。

シャープ・メビウス
MURAMASA(PC-MM1-HIV)
松下電器・レッツノートライ
R1
(CF-RINCAXR)

30〜40

15 ｲﾝﾁの大きめの液晶画 NEC・ラヴィ L(LL7504DW)
面と DVD ドライブを内 富士通・FMV ビブロ
蔵。重さは 3 ㎏前後。
(NB15BS)

ポータブル

高 性 能

テレビ の録画再生 や映 ソニー・バイオノートＧＲ
像の編集が可能。記録型
(PCG-GRX92GP)
40〜60
DVD ドライブ搭載機種 東芝・ダイナブック G６
もあり。
(G6U18PDEW)
（注）価格はおよその数字。メモリーのカッコ内は増設できる最大の容量。同じ商品名の中にいく
つかのモデルがあるので、購入前には型番の確認を。
256
30 万円
(512〜
以上
1024)

店 頭
価 格

メモリー
（MB）

HDD
(GB)

特

徴

代表的な機種

入

NEC・バリュースターL
価格と性能のバランスの
(VL5004D)
20 万円
良い機種が多い。
ソニー・バイオＪＸ
256
60〜80
前後
インターネット、電子メー
(PCV-JX12BL5)
ル程度なら十分。
日立・プリウス
(570D5SWD)
NEC・バリュースターＦ
テレビ録画に対応した機
(VＦ9004D)
30 万円
種が多い。ネットワーク用 ソニー・バイオＨＳ
256
120
前後
の無線 LANを内蔵する機
(PCV-ＨＳ80BＴ5)
種もあり。
富士通・デスクパワーL
(L18BF)
NEC・バリュースターＴＸ
映像編集など大量の情報
(VＸ9704Ｆ)
40 万円
処理を目的とした高性能 ソニー・バイオＲＺ
512
120〜250
前後
機。記録型 DVD ドライブ
(PCV-RZ70PL7)
搭載機種が増える。
富士通・デスクパワーＣ
(C24WBM)
（注）価格などはおよその数字。商品名が同じでも、同シリーズの中にいくつかのモデルがある場
合があるので、購入前には型番の確認を。
（出典：日経新聞）
門
機
中
級
機
高
級
機

電子メール・正しく利用していますか？
●電子メールの最後に連絡先を書いていない
●これまで受け取った電子メールが何ら分類されずに溜まっている
●一年前に取引先に送った電子メールをすぐに探し出せない
●本文が読みにくい（または読めない）と指摘されたことがある
●宛先を間違ったため、違う人に電子メールを送った経験がある
●過去の電子メールをバックアップしていない
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ぱソコン楽習帳 THE WEB が
このままの形で見られるように
なりました。

www.shirakawa -hp.com

本場九州ではお湯割が一般的。焼酎６に対してお湯が４の割合の「ロク・ヨン」で日本酒とほ
ぼ同じアルコール度になる。鹿児島の飲食店では「お酒」といえば焼酎。「清酒」といわないと、
日本酒が出てこない｡
東京や大阪の飲食店ではさわやかなオンザロックや個性を楽しむストレートも目立つ。銘柄ご
とにお薦めの飲み方を提案する店が少なくない。芋焼酎などは熟成させずに飲むが、沖縄産の泡
盛は「古酒」
（クース）と呼ばれる長年熟成したものが人気。泡盛ブーム到来を予測する専門家も
いる。
「焼酎楽園」のサイト（http://www.d2.dion.ne.jp/~kinxyosh/rakuen.html）
一升瓶の通常価格は２〜3000 円。
焼酎名

よ み

県

酒造元

原料

佐 藤

さとう

鹿児島

佐藤酒造

芋

朝 日

あさひ

鹿児島

朝日酒造

黒糖

萬 膳

まんぜん

鹿児島

万膳酒造

芋

村 尾

むらお

鹿児島

村尾酒造

芋

富乃宝山

とみの
ほうざん

鹿児島

西酒造

芋

長 雲

ながくも

鹿児島

山田酒造

黒糖

春 雨

はるさめ

沖縄

宮里
酒造所

米

田 倉

たくら

鹿児島

高良酒造

芋

鹿児島

国分酒造

芋

いも麹芋
月の中
武者返し
兼 八

いもこう
じいも
つきん
なか
むしゃ
がえし
かねはち

宮崎
熊本
大分

岩倉
酒造場
寿福
酒造場
四ツ谷
酒造

芋
米
麦

特
徴
霧島連山の名水使用。香ばしく豊かな甘味が売り。
黒こうじ、白こうじの２種類ある。お湯割でも。
奄美群島喜界島の名酒。原料の栽培から一貫して
取り組む。黒糖らしいコクとやわらかい口当たり。
廃業した蔵を 3 年前に復活。伝統的な造りにより
舌触りがソフトで雑味のない味わいを出す。
天才肌の蔵元がほぼ一人で造る幻の焼酎。「森伊
蔵」と並んで入手が難しい銘柄。
「焼酎界の革命児」と呼ばれる西陽一郎氏が手が
ける新世代の美酒。ロックがお薦め。
黒糖の甘さを引き出すため、一次仕込みは甕（か
め）を使い常圧蒸留。余韻、香りともに高い評価。
蒸留して８年経過した古酒。手作業によるこうじ
造りに定評。ロックかストレートで。
高良酒造の主力「八幡」の造りをベースにして都
会風にアレンジ。原料の芋は有機にこだわる。
業界で初めてこうじも米でなく芋を使った「純イ
モ焼酎」。味わいはソフトでまろやか。
親子3 人で営む小さな蔵で、新鮮なサツマイモが
手に入る9 月から 11 月しか造らない。
球磨地方で唯一の女性杜氏(とうじ)が醸す手作り
焼酎。特にアルコール度数43 度のものがお薦め。
はだか麦「イチバンボシ」が原料。粘性のある口
当たりとほろ苦さが特徴。ストレートかロックで。
（出典：日経新聞）

白川 OA パソコン何でも出張サービス
こんな時はお電話ください
・機器の増設をしたいけど分からない
・ソフトのインストールに自信がない
TEL：0574-74-0013
・ソフトの使い方が分からない

岐阜県商工会連合会推薦
白 川 町 商 工 会 推 薦 ケイリマン販売指定店
白川町青色申告会推 薦 Ｎ Ｔ Ｔ 取 次 店

・パソコンを買ったけど接続ができない
・インターネットがつながらない
・印刷できなくなった
・知らないうちに動かなくなった

有限会社 白川オフィスオートメーション
〒509-1105
岐阜県加茂郡白川町河岐 1738 番地 ホワイトベル2F
ＴＥＬ：0574-74-0013 ／ＦＡＸ：0574-72-2008
Ｅ-Ｍａｉｌ：soasys＠poplar.ocn.ne.jp
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