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最近、「ブログ」という言葉を聞く機会が増えてきた。ブログは「ウェブログ(Weblog)」の略で、
「Web 上に残される記録」という意味だと言われている。ホームページと同じように見ることがで
きるので、知らずのうちにブログを見ていることも多い。ホームページの中にスタッフや社長のブ
ログがあったりする例もある。ニュースサイトがブログ形式でニュースを配信しているところもあ
る。それくらいブログは今ブームとなっている。最近ではブログを無料で作成できるサービスも増
えている。誰でも気軽にブログを開設できるのも流行している要因の 1 つ。
ブログの特徴
・記事はタイムスタンプ（書いた日付や時間などの記録）を持つ。
・記事は日付ごとに整理され、基本的に最新のものが上に表示される。
・記事の分類／検索機能に長けている。
・コメントやトラックバックなどでコミュニケーションが可能。
◎ブログは簡単
ブログは Web 日記のような使われ方をしている。掲示板のように読んだ人がコメントを付けられ
るのも大きな特徴。ホームページと比較すると、デザインにあまり自由度がない。たいてい決まっ
たスタイルがあるので、気を遣わず更新しやすいという利点もある。その更新だか、ホームページ
のように HTML を覚えて、デザインやページ構成を考えて ftp でファイルを転送…という操作は必
要ない。HTML も ftp も知らなくて OK。ブラウザ上から掲示板に書き込みするような感覚で行え
るのも便利な点。携帯電話のメールで更新できるサービスもある。街中で撮影した画像とともに携
帯電話でその場で更新！なんてことも可能だ。
◎日記感覚で使えるブログ
サイトを開設するときに、とりあえず何か作ってみたいと思っている人こそ、ブログがピッタリ。
ブログは日記感覚で好きなことが書け、気長に長く続けやすい。ホームページは目的があり、完成
されたコンテンツを紹介したい場合に使う方がいい。まずは日記をつける感覚でブログを始めてみ
よう！
【出典：電脳】
サービス名
ココログ
Livedoor Blog
はてなダイアリー
ウェブリブログ
So-net blog
Seesaa Blog
Goo BLOG
MSN Space
Yahoo!Blogs
Excite ブログ

お問い合わせは

URL
http://www.cocolog-nifty.com/
http://blog.livedoor.com/
http://d.hatena.ne.jp/
http://webryblog.biglobe ne.jp/
http://blog.so-net.ne.jp/
http://blog.seesaa.jp/
http://blog.goo.ne.jp/
http://spaces.msn.com/
http://blogs.yahoo.co.jp/
http://www.exblog.jp/

社名
@nifty
Livedoor
はてな
Biglobe
ソネット
シーサー
Goo
マイクロソフト
Yahoo!Japan
Excite
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ビジネスコミュニケーションは、電話中心から、メール中心へと変わった。好きな時に出せ、好
きな時に読んでもらえる。文章が残るので、あとで情報伝達の確認がしやすい。相手が離れていて
も密に連絡を取れるなど、メールはいろいろと便利。
でも、用件を伝えるだけにしても、文字だけで正確にかつ簡潔に伝達するのはなかなかムズカシ
イ。うまく表現しないと、別の意味で伝わってしまうこともあります。ビジネスメールでは、自分
の伝えたいことをきちんと伝えなければならない。
メール時代、手紙とはひと味違った文章表現術が、必要になってきている。
◎基本は「短く、簡潔に」
文章自体を楽しむ小説や随筆などの文芸作品と
違い、ビジネスメールの目的は「用件を正確に伝
えること」。用件は 1 文につき 1 つ。複数ある場
合は文章を分ける。これだけで十分わかりやすく
なる。修飾語はなるべく少なく。使うときは修飾
する語のすぐそばに。離してしまうと、別の意味
にとられることがある。忙しいこのご時世、だら
だらと長いメールでは、開けただけで読むのが嫌
になってしまう。

商品注文のお礼
受注の喜び

納品予定

◎用件ごとに段落を分ける
他に用件があれば、1 行空けて次の段落に書く。
ブロックごとに用件をまとめることで、見た目も
スッキリする。「●▼■」などの記号を使うのも
よい。
◎適宜改行を入れ見やすい画面に
メール文章は画面で見るもの。言葉や意味の区
切りで必要に応じて改行するのも大切。句読点の
ない場所でも、適宜改行すると見やすくなる。
◎用件がすぐにわかる「件名」に
ビジネスメールでは「件名」は用件を端的に表
す言葉を用いるのが原則。件名を見れば何のメー
ルかわかるようにする。
◎相手に応じてメールにひと味加える
用件のみを伝えるのでは、味も素っ気もない。
ビジネスとはいえ、相手は人なので、送る相手に
応じて、少し気の利いたメールをだしてみたい。
自分なりの言葉を加えることが大切。商品の長所
を強調し、ひとこと付け加えたのが下のメール。
左のメールに加えるだけで、ぐっと印象的なメー
ルになる。

問い合わせ先

◎まず、用件をはっきりさせる
用件に入る前に、何を伝えたいのかはっきりさ
せる。そのまま書き始める人もいるが、箇条書き
にして要件を書き出してみるのが簡単。
・商品注文のお礼 ・受注の喜び
・納品予定
・不明点の問い合わせ先
用件を書き出したら、文章を書き加える。話の流
れを壊さない範囲で、重要なことを先に。長くな
りそうな場合は、最初に用件を箇条書きにまと
め、詳細は後に添付。後になるほど、きちんと読
まれなくなる確率が高い。

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/

●
●
●
●

◎最終確認を忘れずに
メールを送信する前に、もう一度必ず読み返すこ
と。用件を忘れていないか、誤字脱字がないかを
しっかりと確認する。字が間違っていると与える
印象も悪くなる。
【出典：電脳】

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

試験名
ビジネスキーボード認定試験
問合せ：日本商工会議所
http://www.kentei.ne.jp/busikey/
国内・海外旅行地理検定試験
問合せ：旅行地理検定協会
http://www.jtb‑hrs.co.jp/tgta/
鉄道旅行検定試験
問合せ：旅行地理検定協会
http://www.jtb‑hrs.co.jp/tgta/
タイピング技能検定
問合せ：イータイピング
http://web.e‑typing.ne.jp/
英語コミュニケーション
能力判定テスト(CASEC)
問合せ：教育測定研究所
http://casec.evidus.com./
パソコンネットワーク利用技術試験
問合せ：パーソナルコンピュータ
ユーザ利用技術協会
https://naska.pcua.or.jp/cgi‑sec/

▼職場からのパソコン盗難が心配
☆机などに固定する鍵付きチェーン

概要
ビジネス実務で要求される速くて正
確なキーボードの操作技能を社会的
に評価するとともに、エントリー業務
等におけるエキスパートを育成
旅行地理の知識と観光地案内のレベ
ルを判定。1〜3 級
のうち 2、3 級がオンライン受験可

受験料
¥2,500
(消費税込)
2 級 ¥2,500
3 級 ¥1,500

車両・路線・運行区間・駅・鉄道会社
の知識レベルを判定。

小中学生 ¥1,300
高校生以上
¥2,500

ローマ字入力の実用タイピング能力
を判定。
試験は目的別に８階級。

各級 ¥5,250

４分野各２５０点満点の合計得点を
判定。

¥3,500
(個人受験の場合)

ネットワーク利用技術・知識水準の向
上を目的に実施。

無料

☆ノート型パソコンを収納するための鍵付き金属ロッカー

▼パソコンや記憶媒体の紛失や盗難が心配
☆携帯電話や USB メモリーなどを首にかけるためのストラップ
☆鍵付きで強い素材のパソコンバッグ
☆営業車に搭載する鍵付きのセキュリティーボックス
▼パソコンや業務データの不正使用が心配
☆USB メモリーを利用したパソコンロックシステム
☆業務用データ入りの CD を入れたケースに貼る特殊シール
☆HDD 内のデータを完全消去できるソフト
▼紛失したときのデータ不正使用が心配
☆暗号化機能の付いた USB メモリー ☆HDD 内のデータを暗号化するソフト
●
●
●
●

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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●朝食代わりにコーヒーを飲む
朝食を摂らずにコーヒーを飲むと、カフェインが脳の迷走神経を刺激して胃酸を分泌させるので、
胃の弱い方は気をつけましょう。カフェインの少ない深炒りタイプのコーヒーで、ビスケットやパ
ンなどと一緒に摂りましょう。ミルクを入れてもカフェインはかわりません。食後のコーヒーは胃
酸を分泌し消化を助けますから、体にいい。
●コーヒーと煙草の組み合わせは？
煙草を吸うと、それだけで胃の表面を守る力が落ちます。そこにコーヒーを飲むと、増えた胃酸で
さらに胃の表面が傷つけられ、ともすれば胃潰瘍の原因にもなります。
●コーヒーが体に合わない人
飲むと動悸がしてくる、息苦しくなる、気持ちが悪くなるという人は、心臓や胃に問題があること
も。コーヒーは避けた方がいいでしょう。
●入れたらどれくらいの間に飲めばいいか？
できるだけ早く、少なくとも 20 分程度。風味がなくなり、クロロゲン酸などの成分も酸化していま
す。なお、口が小さく、密閉できるポットなら酸化しにくいため少し長めに保存が可能。温め直し
て飲む場合、沸騰させないこと。風味が消え、美味しさが滅じてしまいます。
●アイスコーヒーはホットと同じ成分？
成分は変わりません。ただし、時間が経って冷えてしまったコーヒーは、風味が損なわれますので、
アイスにする場合は氷などで急冷して作ると美味しくいただけます。
主な豆の種類
グアテマラ
ブルーマウンテン
コロンビア
ブラジル
ハワイコナ
ジャワ・ロブスタ
マンデリン
エチオピア：モカ
キリマンジャロ

特
徴
上品な酸味、甘い香り、豊潤な風味
酸味、甘み、香り、すべてが調和
甘い香り。まるい酸味と円熟したコク
ほどよい酸味と苦味。香りが高い
強い酸味と甘い香り
優れた酸味と甘い香り。ブレンド用の好適品
コクのあるやわらかな苦味。上品な味わい
優雅な香り。まろやかな酸味とコク
酸味が強く、甘い香り。上品な風味

パソコンに潜んで、利用者が閲覧した
ホームページやキーボードで入力したデータを、インタ
ーネットを」通じて第三者に送るコンピュータソフトの
総称。無害なものを含めると、頻繁にネット接続してい
るパソコンの多くに潜んでいると言われている。
●
●
●
●
●
●

銀行やクレジットカード会社などを
装って利用者にメールを送信。偽ホーム
ページに誘い出し、暗証番号やカード番
号を利用者に入力させて取得した情報
を悪用し、お金を引き出す詐欺。

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）と指摘をされたことがある
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
【出典：日経 IT21

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
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