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ネットワークって一体何でしょうか？辞書では、網状の組織。電話網、交通網、水道網などなどい
ろいろあります。ボランティア・ネットワーク、オンブズマン・ネットワークなど人と人をつなぐ組
織的なものもあります。ネットワークはコンピュータに限った言葉ではないのです。
コンピュータが 2 台、3 台、4 台と複数になってくると、お互いにつなげて活用することができま
す。一番単純なことはファイルのやりとりでしょうか。ごく狭い範囲で（例えば家庭内や、1 つのビ
ル内で）作られるネットワークを LAN と言います。
また、会社の LAN 同士をつないで、距離的に離れた広い地域でつないだネットワークを WAN と
言います。通信事業者の回線を利用して、ネットワークをつなぎます。
皆さんが普段利用しているインターネットは？これもネットワークなのでしょうか？インターネッ
トは世界中に広がるものです。日本にいながら外国のホームページを簡単に見ることができたり、外
国に瞬時にメールを送ることができます。これは複数のネットワーク同士をさらにつなげていった結
果、世界中のコンピュータとつながったのだと考えてよいです。普段私たちはインターネットにつな
げたり、接続を切ったりして利用していますが、常時インターネットにつながっているコンピュータ
が世界中に存在するわけです。インターネットは、世界中で一番大きなネットワークと言っても間違
いないでしょう。
家庭内の LAN なら、ひとつひとつのコンピュータがつながっていることを確認することができま
す。ところがインターネットでは世界中を回って確認することができないので、どんな仕組みになっ
ているのか不思議に思われるかもしれません。そんな時、実際には、ひとつひとつのコンピュータが
ケーブルで結ばれているということを想像してみてください。それらのコンピュータとケーブルは、
サッカーボールを入れるネットのように、私たちの地球をすっぽりと覆っているのでしょう。
（出典：電脳通信）
左の禅のことばと右のその意味を正しく選びましょう
達磨安心（だるまあんじん）
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自由でやわらかな心をもつ

放下著（ほうげじゃく）
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●Ｂ

現状を生かして充足する

知足（ちそく）
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●Ｃ

当機（とうき）
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●Ｄ

迷いを断ち切る

知事清規（ちじせいき）
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●

●Ｅ

捨てて生きる

本来無一物（ほんらいむいちもつ）

6

●

●Ｆ

まず己を知る

自他不ニ（じたふに）

7

●

●Ｇ

不安を上手に解消する

平常心是道（へいじょうしんこれどう） 8

●

●Ｈ

いま、自ら行動する

9

●

●Ｉ

人の能力を生かす

10

●

●Ｊ

対立を越えて生きる

他不是吾（たはこれわれにあらず）
看却下（かんきゃっか）

「当たり前」に徹する

答えは P-4 を参照してください。

I T 何から始めればいいの？？？
★ ホームページを作りたいけど、まず何をすればいいの？
★ 顧客の管理・対応をきちんとするためのノウハウは？
★ 今使っているパソコンやソフトをもっと仕事に活用したい・・・！
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（出典：大垣共立 BK）
こんな時は白川 OA に
お問合せ下さい。

ＴＥＬ：0574-74-0013
ＦＡＸ：0574-72-2008

ネットにも視聴率があり、最も多くの人が利用しているのが「ヤフー・ジャパン」。また、ショッピ
ングサイトも人気で「楽天市場」
（rakuten.co.jp）や「amazon.co.jp」には月間 1 千万人前後が訪問。
「価格コム」
（kakaku.com）は価
利用
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ＭＳＮ
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がお役所系のサイト。交通情報提
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81
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rakuten.ne.jp/gold/beerzone/
お問い合わせは白川ＯＡ
︿ 加藤・奥村 ﹀まで

ＴＥＬ ０:５７４︲７４︲００１３
＠ poplar.ocn.ne.jp
E-mail: soasys

ビジネスマンが駅や町中でノートパソコン（PC）などのモバイル端末を使
う姿は今や見慣れた風景。外で公衆無線 LAN（構内情報通信網）等を上
手に使えれば仕事もはかどる。
無線 LAN 時代のモバイル端末活用の 8 か条
1 行動範囲にある無線 LAN スポットを把握する
2 スポットで情報をダウンロード、移動中に閲覧して商談の話題作り
3 チャット機能を活用し顧客にアピール
4 会社との情報交換は暗号通信で
5 常に最新のセキュリティーソフトを
6 移動中の覗き見、盗難対策を
7 重要な情報はバックアップ
8 予備の電源を常備する

●インターネット接続サービス
●ホームページ作成サービス

キリンビール
供の日本道路公団や、台風情報提
供の気象庁には、季節の状況に応 食品・飲料 サントリー
じて、利用者が集中。
サイト
味の素
海外ビール
（出典：ネットレイティングス）

イタリアの経済学者パレートは 19 世紀の英国における所得と資産分布を調査し、2 割の富裕層に英
国の資産総額の 8 割が集中する現象が続くという法則を発見した。平均化しているように見える社会
でも、実際には富や力が偏在している現実を示すこの法則は現在、ビジネスの世界でも応用される。
「上位 2 割の顧客の売上が全体の 8 割を占める」
「トップ 20％の営業マンが売上の 80％をあげる」と
いった経験則がある。個人の時間管理でも、2 対 8 の法則を応用して、成果の 8 割は 2 割の時間で得
られると考えるとよい。例えば企画立案に 10 時間与えられ、８時間経過した段階で企画の完成度が
80％に達したら、そこでもう止める。ここから先、100％に近づけるには時間がかかる一方で効果が
落ちる。それよりは残りの２時間をプレゼンのリハーサルに当てるべきという。
【出典：日経】
●
●
●
●

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？
独自ドメインってどうすれば取れるの？早いもの勝ちってホント？
全社員にメールアドレスを持たせたいなー。どうしたら？
白川ＯＡインターネット事業部
インターネットの手続きってどうやるの？
TEL：0574-74-0013
FAX：0574-72-2008
料金は高いの？ 管理はどうするの？
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小中学校をはじめとする教育現場の IT 化が推し進められています。学校の先生は、自分がパソコン
の使い方を覚える必要があるだけでなく、授業でパソコンを効果的に利用する方法や、子どもにパソ
コンやインターネットの使い方を身に付けさせていく方法を考えなければなりません。
●子どもたちのパソコンやインターネットの使い方を教える ●授業でパソコンを活用する
一見すると単純なことのようにも思えますが、これは実に難しいテーマです。
■普遍的なパソコンスキルの必要性
そもそも 、パソコンの使い方とは何でしょう？
Excel や Word、などのアプリケーションの操作
方法を覚えれば良いのでしょうか？
特定のアプリケーションの操作法を学ぶことは
大切ですし、学んでいくうちに、パソコンを使う
ための一般的なスキルも自然と上達していくの
は間違いありません。ですが、少ない時間の中で
教えられる内容にも限りがあります。子どもたち
に様々なアプリケーションに応用のきく普遍的
なスキルを習得させるために、何をどのように教
えるのか、目標や手段を明確にしたうえで計画的
にパソコン授業を行っていく必要があります。
■授業を支援する道具としてのパソコン
教科の授業でパソコンを利用する際にも、ただパ
ソコンを使えば良いというわけではありません。
授業中のパソコンを使う利点は、視覚的な効果、
インタラクティブ性、定型的な処理のサポート、
情報の再利用などが挙げられます。また、調べ学
習においては、インターネットは有用な手段のひ
とつです。ですが、「なぜ、この科目のこの単元
でパソコンを使うのか」「なぜインターネットを
利用するのか」を明確にしておかなければ、単に
パソコン を使っただけの授業で終わってしまう
可能性もあるのです。
■情報を選別し、活用する能力が問われる時代
パソコン やインターネットは、あくまで道具で
す。先生にとっても子どもにとっても 同じこと
で、道具の使い方を正しく身に付けておく必要は
ありますが、その道具を活かすことができるかど
うかは、また別の話です。例えば、インターネッ
トで手に入れられる情報の中には、役立つものも
あれば間違ったものもあります。役に立つどころ
か、子どもにとって有害な情報(ポルノ画像、薬
物、犯罪行為など)もたくさん溢れているのが現
状です。情報が氾濫する現代は、自分にとって必
要な情報を選別し、正しく活用するための能力が
問われる時代でもあります。子どもたちに「イン
ターネットを使って何かを調べる」方法を教える

ことは簡単ですが、情報を取捨選択し、有益な情
報を教えるにはどうしたら良いか考えてみたこ
とはありますか？
■インターネット時代のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの難しさ
インターネットには様々なコミュニケーション
手段があります。電子メールや掲示板をはじめ、
最近では blog や Wikiといったツールも使われる
ようになってきました。今後は、インターネット
を通じて情報交換をしたりコミュニティに参加
する機会が増えてくるはずです。そのため、イン
ターネットによるコミュニケーション 手段を教
える必要もあるでしょう。ただ、これらの手段の
多くが、文字による情報だけを基にしたコミュニ
ケーションであることに注意しなければなりま
せん。例えば、相手がメールで何かお願いをして、
「わかりました」というメールの返事が返ってき
たとします。この文面から、相手が「快く」了解
してくれたのか、「しぶしぶ」了解してくれたの
かを判断することは難しいはずです。メールや掲
示板を使えば実際に会わなくてもコミュニケー
ションが取れるように思えます(たしかにそれは
大きな利点です)。ですが、実は伝える側も受け
取る側も、実際に会っているとき以上に気をつか
う必要があるのです。子どもにメールや掲示板の
使い方を教えていく際には、文字だけのコミュニ
ケーションの難しさを理解させ、どうすれば自分
の使えたいことを正しく伝えられるか(相手の伝
えたいことを正しく読み取るか)をきちんと身に
付けさせる必要があります。
政府によるミレニアムプロジェクト「教育の情報
化」により、ハード面での学校 IT 化は急速に進
んでいます。その反面、ソフト面の整備はまだま
だこれからといった感がありますし、ソフト面の
整備を進めていく上では、何よりも現場の先生方
の声が重要だと考えられます。情報化社会/イン
ターネット時代を生きていく 子どもに、何を伝
え、どのように教えていくべきなのか、一度考え
てみてはいかがでしょうか。 （出典：電脳通信）

・オペレーション問い合わせ
・コンピュータ関連消耗品
・システム／ソフトウェア問い合わせ
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白川 OA

ＴＥＬ：0574-74-0013
ＦＡＸ：0574-72-2008
e-mail：soasys＠poplar.ocn.ne.jp

あ＝愛しましょう（自分を愛するということ）
自分という存在は、取って代わることのできない自分であり、かけがえのない自分である。力の出
し惜しみをすることではありません。自分を大切・大事にするということは、自らが秘める無限の
可能性を引き出し、活躍できる自分づくりに励むことである。自分を磨き、鍛えるということです。
自分を愛するというのは他人から、社会から大いに用いられるように絶えず鍛え、磨いておくとい
うことです。自分同様に他人に興味・関心を持つことです。自分を愛せない人は他人を愛すること
はできません。
い＝生きがいをもとう
一人で楽しむ・愉しむ趣味・娯楽の世界では生きがいは生まれてきません。生きがいは社会参加し、
貢献するところに生まれてきます。存在を知られ、認められ、役立ち、喜ばれ、感謝される。この
実感が生きがいです。高齢者の大敵は「することがない」・
「退屈で時間を持て余す」です。親孝行
したければ、責任ある仕事を与えることです。一生涯仕事を持ち、働くことが生きがいにつながり
ます。
う＝上を向いて歩こう「7 つの歩み」
①夢がある人は希望がある
②希望がある人は目標がある ③目標がある人は計画がある
④計画がある人は行動がある ⑤行動がある人は若さがある ⑥若さがある人はチャレンジがある
⑦チャレンジがある人は、いつか必ずその夢を実現する。
憧れを失いたくないものです。心構え・身構えという言葉があります。こころの構え・状態が身の
構えとなって表れます。楽しく、したいことがあれば目は覚めるものです。ウキウキ・ワクワクの
気持ちは態度・行動・言葉・雰囲気・姿勢になって現れます。
え＝笑顔をしよう
その人が幸せに生きているかどうかを計る物差しは笑顔を見れば判ります。幸せのバロメーターは
笑顔です。笑顔が素敵な人は周りを明るくしてくれます。笑顔は安らぎを与えてくれます。笑顔を
見ると心がほっとします。笑顔は安心を与えてくれます。自分のことは横において、どうしたら喜
びを与えることができるか、満足していただけるかを考え、生きている人は笑顔が良いものです。
目はこころの窓と言います。顔は心構えの状態を表しています。高価な化粧品で飾るより、こころ
の化粧の方が喜ばれるものです。
お＝おしゃれ心を身につけよう
身だしなみにもこころを配りたいものです。毎日風呂に入り、汗を流し、綺麗さっぱりと整えたい
ものです。嫌な臭いを撒き散らさないように髪を整え、歯磨きし、洗濯したての下着をつけ、アイ
ロンをかけたもので身を纏いたいものです。ジジ・ババ臭いのは嫌われます。少し派手かなと思う
ぐらいの明るい色を使った服装は気分を明るく、前向きにしてくれるものです。自分の心がウキウ
キする。同時に相手に好印象を与えることができればいいのです。高価なもので身支度をする必要
はありません。女優さんがいつまでたっても綺麗なのは、見られている自分を意識する、その心構
えがあるからだそうです。
50、60 は鼻たれ小僧、70、80 は働き盛り、90 になって迎えがきたら、100 まで待てと追い返せ！
（出典：広告メールより）
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◎地域ＨＰに関する各種申し込み、
ご相談は下記までご連絡下さい。
ＴＥＬ：０５７４−７４−００１３
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