


　（やれやれ・・・まったくもってパソコンというのは・・・魔法の箱だよ。　

　俺には絶対に手が届かない 、そんな魔法の箱なんだ。　）

 
　人生の長きにわたって、俺は密かにずっとそう思いながら生きてきた。

　ただしそれは、ついほんの、１週間ほど前までの話なのだけれど  －－－－

 
 
　今、まさに勢いよく社長室のドアをノックしようとしている俺は、そんな呪縛からもようやく

解き放たれようとしている 生まれ変わったばかりの俺なのだ！

  この魔法の箱の『宝が持ち腐る前』に、そのことにやっと気づけたことはラッキーなんだと・・

・今はそう素直に思っている俺がいる。

 
 
　申し遅れたが、俺はとある会社の中堅社員である。

名前を聞けばきっと誰もが一度は耳にしたことがあるかもしれない、そんな大会社に勤めあげ

て早２０年もの年月が過ぎた まさに働き盛りである。部下もほどほどにいて、その部下達はみな

一様に俺のことを仕事が出来るスーパー上司だと信頼してくれている・・・そんな理想の上司の

仮面をかぶり続けているのが、会社においての俺の立ち位置なのである。

 
　営業を任せても企画書を書かせても、俺の右に出る社員などはこの部署にはきっといないは

ずだ。

そう自負して出世街道をかけあがって結果を残し、俺の上司であるボスからも仕事ぶりを高く高

く評価されているはず・・・それが俺なのである。

 
　しかし、そんな自他ともに認める「スーパー社員」であるはずの俺にも 唯一のウィークポイン

トがあることを 初めてここで白状しようと思う。

 
  何を隠そうこの俺は「パソコンスキル　ZERO！零！ゼロ！」であり、

それこそが本当の姿なのだ！！

 
 
 



 
 



　いやぁ、パソコンだけはダメだ。　え？何がダメかって？

俺はもともと家電そのものが嫌いなのだ。　え？何でかって？

嫌いになった理由としてただひとつ思いあたることといえば、家電についてる説明書を読むのが

大嫌いな人間なのであった。あれを読むと脳の何かのスイッチが作動して、とたんに恐ろしいほ

どの眠気に襲われるので、家電の説明書なんて最後まで読めたためしは一度もない。しかし説明

書を読まないで勘でなんとかなるほど器用な人間でもなかった。家電の見当違いなところを触っ

たり変なところを押したりして壊したり、人から笑われるたびに、俺の気持ちはどんどんと家電

からは遠ざかっていったのだ。

　そうしてそもそもこの家電音痴は、親からの負の連鎖でもあった。

両親も家電に疎く、購入にいたるまでには多大な時間をいつも要していた。購入のための決心を

いつも先送りしていたために、我が家ではあらゆる家電が他人様のご家庭よりも圧倒的に少なか

ったし、あってもひどく型遅れの品物ばかりだったのだ。

 
 今思えば家庭内はいつも時代と逆行していたのだが、それでもまぁ、住めば都とは言ったも

ので・・・俺と両親にとっては、電磁波がほとんど生まれない爽やかな快適空間であったわけだ

。そしてこの状態がいかに家電鎖国であったのかを思い知るのはずっと後のことで、遊びに来た

友達がびっくりして引いていくのを見るうちに、俺にもだんだんと我が家の家電鎖国の実情が

わかってきたのだが・・・もう時すでに遅し！で、家電音痴のスキルとコンプレックスをかかえ

たまま、現在に至ったのである。

 





    このような生育歴を持つ俺が、家電の革命児的存在で目ざましい進歩を日々遂げている『家

電キング』のような「パソコン」に対して全く手も足も出ないどころか、むしろめまいすらする

というのは、みなさんにもわかっていただけたことと思う。

　スーパー社員のはずなのにパソコンの前では子羊のようになってしまい、形無しのでくのぼう

社員になるのであった。

しかしスーパー社員のプライドにかけても、会社の中では絶対に「パソコンスキルがゼロゼロな

人間である」ことは、誰にも知られるわけにはいかないのだ。

 
　パソコンが使えないことは俺にとっては、唯一のトップシークレットなのだ！

 
　幸いこのことを知っているのは、俺の妻とひとり息子、そして家電音痴の年老いた両親だけだ

。

 それでもパソコンを使う以外のことで会社に対しては大きく貢献をしてきたし、これからもそう

するつもりなので、スキルゼロのままでも まぁ別に、まぁいいじゃないか・・・と、今までの俺

はず〜〜〜っと思ってきたのさ。

 

 

 

 

　しかしそうは言ってもだ。ど〜してもパソコンを使わないといけないような緊急事態が社内で



発生した場合には、いったいどうするか？

 
その答えは簡単至極。俺は部下達にその仕事を上手に割り振るだけなのだ。

部下達は、尊敬するスーパー上司の俺から仕事を任されたという責任感から、期待を裏切らない

ようにと迅速によく働いてくれる。彼らは、あんなことやこんなことも、パソコンを使って華麗

にさばいてくれるので、俺は毎回まるでマジックショーを見せられているかのようである。

　そんな時、俺にとってのパソコンは、まさにありがたい「魔法の箱」なのであった。

俺が頼むどんな困難なリクエストでも、その箱は部下たちの操作によって的確な答えを導きだし

てくれる。パソコンは長時間疲れも感じず働くことが出来て、そこいらの社員よりもよっぽど頼

りになる存在だとも思う。

　こんな風にけっこうパソコンを頼りにしているくせに、俺はこの「魔法の箱」をさっぱり使え

ないままなので「魔法の箱」が使える社員を俺が使うことで、この問題を解決してきたのだ。

 
今ではパソコンを使える社員が俺のまわりでウジャウジャと増えてきているので仕事を割り振る

分には困らないわけだし、パソコン絡みの仕事をこうやってなんとかやり過ごしてこれたのだし

、できなくても丸く納めてこれたから、パソコンなんてものは未来永劫　俺には使えなくともい

いのだ！！

 

・・・・・と、ついこの間まではそう思っていたはずなのに・・・・はずなのに、・・・・だ。

 
　実を言うととうとう人生最大の危機が、俺にもやってきてしまったようなのだ！？

それというのも先日 社長から直々にある命令が出たからなのだ。

 
　俺が部下を使ってパソコンで作成させた書類を目にされた社長が、俺の（実は部下の）パソコ

ンの腕前を信じて、社長から直にお声がかかってしまったのだ。

 



　〜〜〜　最大の危機の訪れというのは、１週間前へと遡る　〜〜〜〜

 
　それはよく晴れ渡った青空に身も心も踊るような朝であった。

よりにもよってそんなすがすがしい日に、俺は社長室にひとり 呼ばれたのだ。

 
　軽く深呼吸をしてノックをした俺が思い切って社長室のドアをあけてみると、威圧的な社長の

風貌がすぐに視界へ飛び込んできた。

 
 

 
「やぁやぁ、待ってたよ。さぁさぁ、座りたまえ！

実は君の将来のポストを見据えて、今日はいい話があるんだが・・・手短に言うよ。

　我が一族およびその有力関係者の顧客管理を、パソコンを使って君には引き受けてもらいたい

のだよ。

我が一族の相関図は実に膨大なデータであり、散らばっているグループ会社やその役員の親類縁

者などがそれぞれの企業やVIPな顧客としても複雑に絡み合っているために、外部には絶対に漏れ

てはならない極秘資料であるのだ。あすの株価の乱高下にもつながるやもしれないこの極秘の顧



客管理資料を任せられるのは、もはやスーパー社員である君しかいないのだよ。　ワシはこの件

では君には大いに期待しているよ！

　そういうわけで１週間後の次の月曜日には、君専用のパソコンを持って、またひとりでこの社

長室へと来てくれたまえ。ワシの側近としてしばらくのあいだ、こちらが提供する住所録や顧客

資料などを使って、パソコンでの顧客管理を秘密裏にこの社長室で行ってもらいたいのだよ。

  これが今回の君の任務であり、一応わかっているとは思うが、このことは社内の誰にも絶対に言

ってはならないトップシークレットである仕事だぞ。

とにかくワシは君には大いに期待しているんだよ、　ワッハッハッ！　

それでは1週間後にはよろしく頼むぞ、ワッハッハ！」

 
 



 
　俺は深々と頭を下げると、静かに社長室のドアを閉めた。これが、俺の精一杯のスーパー社員

としての立ち居振る舞いだった。

それから何事もなかったかのように自分の所属部署へと続く廊下を歩くうちに、今度はなぜだか

　壁、廊下、ドア、人・・・次々に周りの風景が、グニャグニャと歪んで折れ曲がって見えて

きた。何人もの通りすがりの社員たちには

「お顔の色がすぐれませんけれど、どうかされましたか？」

「ご気分がとってもお悪そうですが、大丈夫ですか？」

などと覗き込まれてしまったが、スーパー社員たるもの　この程度で隙を見せるわけにはいかな

いのだ。

　やっとの思いで自分のデスクに辿りついた頃には、俺の頭の中では「破滅」の二文字だけがグ

ルグルと渦巻いているような有様だった。

 
「俺は・・・間違いなく・・・破滅する。来週には、パソコンが全く使えないことを社長の前で

告白して平謝り、ドロップアウト社員へと成り下がるしかない。。。もしも寛大な心で社長が許

してくれたとしても、俺のパソコンダメダメスキルは、部下の耳にもすぐに入ってしまい、ス

ーパー上司の名をこれで返上しなければならなくなってどのみち俺は破滅するのだ。　あぁ、

無念・・・」

 
 



　

 
　この日の俺は、入社以来初の早退届をボスに出すと、どこをどう歩いたかわからないおぼつか

ない足取りで家路へと向かい、気がついたら自宅リビングのソファーにポツンと影を落として座

っていた。

 
　カチャ、カチャ、カチャ・・・聞きなれたパソコンの音が、我が家から聞こえてくる。いつも

ならば気にもならないキーを打つ音が、ダメージをくらった俺の心をやたらと絞めつけてくる。

あのパソコンは・・・妻が使っているのだろうか？それとも息子か？

 
あぁ・・俺と違ってふたりとも、パソコンの魔法が使えるものなぁ。いつのまに家族にも差をつ

けられたんだろう？会社では部下が、家では家族が、いっつも俺の代わりに俺の知りたい何かを

調べたり、どこかへの行き方を教えてくれたり、手に入らないものを探してくれたり・・・俺の

ためにその答えをパソコンで導き出してくれてたっけ。だからいつも俺は、パソコンを使える人

間をただ使っているだけでよかったんだ。

　他人に頼めば頼むほど、俺はいっそう（パソコンは魔法の箱だよなぁー）と強く感じたし、使

い手が優れているというよりかは、この魔法の箱が優れていると感じてた。

魔法の箱の使い方さえ覚えれば俺もマジシャンになれるかもしれないのに、挑戦することは最初

から諦めていたっけ・・・

 
「自業自得・・・」

 
「破滅」の二文字にさらにこの四字熟語も足され、グルングルンと俺の頭の中を占領していく文

字数だけが、ますます賑やかになっていった。

 
 
 



 
「・・・うさん　・・・とうさん　・・・お父さん？　どうしたの？」

ふと我に返ると、息子がまじまじと俺を見つめているのに気がついた。

しまった！スーパー社員は帰宅したら、いつもはスーパーお父さんへと変身してたのに、今日

はうっかりしていた。息子はいつからそこにいたのだろうか。今の俺のズタボロの心をまさか気

づかれたりはしていないだろうな。

 俺はひきつる笑顔で「大丈夫だよ」と、強がって言うのがやっとだった。

「僕ねぇ、お父さんがしんどそうにつぶやいてる声が、さっきから聞こえてきちゃったんだ。何

度もつぶやいていたよ。え〜と、え〜と、破滅でしょ。自業自得でしょ。それからねぇ・・・」

 
「他にはいったい何てつぶやいていたんだ！？」

 
「え〜〜とね、　魔法の箱？・・・とかって。　何それ、何のこと〜？

もしかしてその箱が、お父さんのことを苦しめているの？」

 
そして息子は、無邪気な目でさらに言った。



「ボクでよかったら相談にのるよ。　お母さんにも言わないでおいてあげる。」

 
　その言葉に俺の心はグラっと大きく揺れた。いったいいつの間に、息子はこんなにも成長した

のだろうか。いや、普通のご家庭でもこんなもんなのか？それとも今日の俺は、こんな言葉にで

もすがってしまうほど、ものすごく弱々しい父親ってことなのだろうか。

 
 



（このさいだから、スーパーお父さんを今日だけは返上して、息子にちょっとだけ相談してみ

よう・・・かなぁ）

　そう決心すると、俺は今までのパソコンに対する思いと今日の社長の話を息子に話して聞かせ

ることにした。

（でも社長に頼まれた顧客管理とかってのは、息子にはさすがにまだ難しい内容だよなぁー）

とは思いつつも、心につっかえているものをすべて吐き出すかのように、俺は息子相手に夢中で

喋り続けていた。

　息子は一通りこの話を聞き終わると、不思議そうな顔でたずねてきた。

 
「自分でパソコンを使って・・・顧客管理が出来るようになると、お父さんはハッピーになれ

るの？」

 
「まぁ、そういうことさ。大人の社会にはいろいろとあるんだよ。お前にもいつかきっと分かる

日が来るよ・・・そもそも大人には覚えるべきことが半端なくあってだなぁ〜」

 
　そんな俺の言葉は、息子の無邪気な笑顔ですぐにさえぎられた。

 
「なぁんだ、そんなことか〜。とりあえず顧客管理ソフトくらいなら、ボクもよく使っているか

ら知ってるよ〜」

 
「はぁ！？　お前、今　、なんと？？」

 
　驚いたことに我が息子は、顧客管理ソフトを扱えるというのだ。

この子は日頃から、いったい誰の何を自分で管理しているというのだろう？

それとも今は、子供であってもそういう時代なのかい？？

 
「でもなぁ、お父さんはパソコンのことは全く知らなくてスキルがゼロじゃないか。なのに来週

までには顧客管理を扱えるようになれだなんて・・・それは雲をつかむような話なんだよ。」

 
「ん〜じゃぁ、僕が今から特訓してあげるよ。とりあえず電源なら入れられるのかな？」

 
　スーパーお父さんならば、きっとパソコンの電源なんてなんなくクリヤーできるはずだろう

。俺は息子の顔色を伺いながら、ノートパソコンの裏や表をくまなく探して電源とおぼしき一番

目立っていそうなボタンを慎重にポチっと押してみた。

 
　ウィーン・・・どうやらビンゴだったようだ！

やれば俺だってこのくらいはわけないのさ！



 

 
「すごいすごい！お父さん、ちゃんとできるじゃない〜」と息子は言ってくれた。

 
 これは・・・・俺は誉められてるのか？　でもな〜んかこういうのも嬉しいかも。

 



 
「じゃぁねぇ〜、次はね、　ここの部分をクリックしてみてくれる？」

 
　しょっぱなからのビンゴに気をよくした俺は、今度はよく確かめもせずに心の赴くままに、息

子の言ったパソコン液晶画面のその箇所を、自分の人差し指でそっと押してみた。

 
　ツンツン・・・・トントン・・・　

その瞬間、息子がドン引いていくのを俺ははっきりと感じた。

どうやらこの所作は間違ったらしいぞ！スーパーお父さんの仮面ももはやこれまでか〜

 
 

 
 
「OK。　お父さんのパソコンスキルはこれでだいたいわかったよ。顧客管理への道は厳しいかも

しれないけれど、あきらめないでボクについてきてね。

とりあえずうちのパソコンでのクリックってのは、お父さんの指でじゃなくって、そこにあるマ

ウスを使ってすることから覚えてもらおうかなぁ。うちのパソコン画面はタッチパネルではない



からね〜」

 
　息子はこんな俺の「スキルZero」にもがっかりすることもなく、パソコンで文字が打てるよう

になることをまずは目標にしようと、この日から根気よく丁寧に教えてくれた。社長との約束ま

でには１週間はあるがこれで間に合うのかどうか・・・でも、もうやるしかないのだ！

 
　俺は毎日会社から帰宅すると、とにかく鬼のように文字打ちタイピングに徹した。妻からは何

か憑き物でもついているのかと怪しまれるくらい、毎日ひたすらに文字を打ちまくって、まずは

タイピング練習をした。

　最初はキーの場所を探すのにも時間がかかったが、なんどもなんども繰り返すうちに少しづつ

だが、手応えは感じるようになっていった。

 
（今度こそ自分で、この魔法の箱を使ってみたい！）

 
　この気持ちと息子の激励だけが、俺の心の支えだったのだ。

 



　こうして６日間がまたたくまに過ぎていき、社長との約束がいよいよ明日に迫った。

　文字打ちはまだゆっくりだけど、それでもなんとかはなりそうだ。残る問題は顧客管理ソフト

の使い方である。こちらはなんだか敷居が高そうで、ソフトとやらも全く息子の手ほどきを受け

ていないままなのだが・・・

 
「とうとう明日は社長と会う日なんだけど、顧客管理ソフトをあつかうのって今からでも間に合

うものかなぁ？俺としては簡単に、最低限の顧客管理ができたらもういいんだけどなぁ。」

　息子はこんな俺の心を見透かしていたかのように言った。

「ずっと文字打ちの練習を頑張ったから、だんだん文字が打てるようになってきてよかったね。

でもお父さんが市販されてる顧客管理ソフトを使いこなすのには、ちょっとまだ厳しいレベルか

もしれないから、ボクも考えてみたんだ。

お父さんにでも使いこなせるレベルにまでパソコンの方から降りてきてくれるような、そんな顧

客管理ソフトを、ボクもプログラミングしてあれから開発してみたんだ〜

このソフトを使うとねぇ、お父さんでも簡単に顧客管理ができるようになると思うんだよ！」

 
「プ、プ、プログラミングだと〜？何だそれは！お前は学校でそんなことを習っているのか？」

 
「ん〜とね、自分で少しづつやってたの。ボクのプログラミングでお父さんの魔法の箱にさらな

る魔法をかけて、なるべく簡単に顧客管理をあつかえるようにしてみたかったの。

ええと、ちなみに僕が使えるプログラミングの言語はねぇ・・・C, C++, C#, Java, PHP, Perl,
VBScript, Virtual Basicなんだ〜　そして今回のソフトでは、Excelのマクロ機能(VBA)を使ったも

のを作ってみたんだよ。プログラミングで工夫して何かを生み出す楽しさをボクも今回はたくさ

ん知ったよ！」

 
　このような謎の言語をあやつる息子はまるで宇宙人のようだったが、どうやらこう言っている

らしかった。

「パソコン若葉マークのお父さんのためにボクが作った顧客管理ソフトを、とにかく一度試し

に使ってみてくれる？とりあえず まずはやってみようよ！」

 
 



 
 
　子供は親の背中を見て育つと言うが、いつの間にかパソコンでは親よりも遥か前方を進んでて

、後ろにいる親の姿などは全く見えていない息子であった。

ならばこれからお父さんは、お前の背中を見てパソコンスキルを少しでもアップして成長してみ

せるぞ。その自作の顧客管理ソフトとやらも、喜んで使わせてもらおうじゃぁないか！

 
「スーパーお父さんの仮面なんてかなぐり捨てて、捨て身で顧客管理ソフトを明日までにはモノ

にしてみせるから どうかこれから教えてください！！」

 
　急に鼻息が荒くなってきた父親を見て、息子もクスクスと笑った。



　急に鼻息が荒くなってきた父親を見て、息子もクスクスと笑った。

 
「え〜、そんなに肩に力をいれなくてもすぐに使えるようになるからいいよ。でもまずはボクの

説明をしっかり聞いて、ソフトの使い方を守ってね〜」

 
「あ・・・・はい。」

 



 
「じゃぁこれから、僕が作ったソフトの説明を始めるよ〜」

★今回 説明するソフトは、ここからダウンロードできるよ。

 
○まずは、起動の仕方だよ○

　今回作ったものを起動しないと何も始まらないので起動しよう！

まずは「初めての顧客管理.xls」を開こう。パソコンによっては「初めての顧客管理」と表示され

ているかもしれないね

　まず開いたら、こんな感じの画面になるんかな？

（Office2007 :Excel2007を使っている場合だよ）

この時に「（仮）マクロを有効にしますか？」と聞かれたら、「有効にする」をクリックしよう

！「無効にする」をクリックしてしまうと、便利な機能が使えなくなってしまうから注意してね

！間違えて押してしまったときは、一旦エクセルの画面を閉じて、また再度開き直せばいいよ！

また「Excel 2007」の時は、上の図のカーソルのところにあるように「マクロが無効にされま

した」と出るんだけど、その時はオレンジ色になっている「オプション」のボタンをクリックし
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て

(Office 2007: Excel 2007の場合)

このように「このコンテツを有効にする」に選択した後、「ＯＫ」をクリックするといいよ。

これは起動するときに毎回出てくることなので、覚えておこうね。

 

○顧客を登録してみよう！○

 
　これからこの中に顧客を登録していくよ！

ここでの手順を言うからこの通りやってみてね。

 
１．　空っぽのところをどこでもいいのでクリックする



２．　キーボードにある「Ctrl」キーと「M」キーを押す。

　（ポイント：１．Ctrl　キーは、キーボードの一番左下にあるよ！

　　　　　　　２．Ctrlキーを押しながら同時にMキーを押すといいよ）

 
　　そうすると、こんな画面が出たと思うんだ！



　

　この画面は何だいって？

この画面が、顧客を入力するための画面なんだよ！

ここに顧客情報をどんどん入れると、自動的にエクセルに入力してくれるんだ！

会社とかで使う顧客管理システムもこんな感じの画面になってると思うな〜



　○　実践してみよう　○

　それでは、これから実際に入力して、顧客管理の表（エクセル）を作ってみよう！

え〜と、これが先ほど出てきた画面だよね。

　まずは、入力欄を見てね。

「姓・名前」「郵便番号」「住所１」「住所２」「電話番号」「営業メモ」「備考欄」そして「

営業履歴」。

こういった項目が画面にはあると思うんだ。

 
　それでは練習として、次の顧客を仮定して、実際に入力してみよう！

 
〜〜顧客情報〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

　名前：山田太郎（やまだたろう）

　住所：110-0001　東京都台東区谷中2丁目99-99
　電話番号：0120-12-3456
　メモ：電話は昼以降のみ

　営業活動：先月商品Aを購入していただいた

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 
 
　１．姓名を入れてみよう



”姓”欄には「山田」、”名前”欄には「太郎」を入力しよう

ちなみに入力欄を”姓”から”名前”に移動するときにはクリックしなくても、入力後に「Enter」キー

を押すだけで、次の入力箇所へと自動的に移動してくれるよ。

　２．郵便番号を入れてみよう

　今回は「110-0001」なのでキーボードで入力すると・・・あれ？

気づいたと思うけど、「-」が入力されないよね？

これは入力形式がバラバラにならないように、ソフト側が自動的に省いているからなんだ。

だから「-」が画面に出ないことは、気にしなくってもいいってことさ。

 
  ３．さぁ次は、住所を入れるよ

　郵便番号を入力してみると　”郵便番号”欄と”住所１”欄が緑色に変わってて、

しかも住所１には「東京都台東区谷中」と、途中までが入力されていないかな？



 
　正しい郵便番号を入れたなら、欄が緑色に変化して、自動的に住所１には途中までの住所が入

力されてたでしょ？そうなっていたらOKなんだよ。

ここでもしも入力欄の色が緑色に変化してなければ、郵便番号の桁が足りないときだよ。

また入力欄が赤色になっている場合は、間違った郵便番号を入れてるかもしれないんだよ。

だから入力欄が緑色にならなければ、もう一度よく確認してみてね。

　下の図は、間違った郵便番号を入れてしまったときの図で、入力欄が赤色に変化したものな

のさ！こうなったら郵便番号が間違ってないかなど確認してね。

 
 



 
　正しい郵便番号を入力したら住所１にも勝手に入力されてると思うけれど、実はこれはネット

を使って郵便番号「110-0001」の住所を途中までは調べて書いてくれてるんだ。これによって住

所の入力が一部省けて、楽に入力できるようになったと思うよ。

（注意：　これはパソコンがネットに繋がっていないときには、自動で住所が途中まで書かれる

ことはありません。パソコンがネットに繋がっていない状態のときは、住所はすべて手での入力

になるんだよ。この場合は、住所１に入力をしてもらっていいよ）

 
　　郵便番号入力で、自動的に住所１までは書かれてる場合に、また話を戻すね。

　当然ここで「Enter」キーを押すと、住所２の欄へと次の移動をするんだよ。

　ではこの住所２の説明をするね。　

　実は僕の作ったこのソフトの住所入力には、大切な決め事があるんだ。

 
「郵便番号が正しいときは、緑色の欄に変わって、自動的に住所１に途中までの住所が入る」

「さらに続きの住所がある場合には、住所２の欄に自分で入力する」

この２つの決め事なんだ。

どうして住所１にそのまま続きを入力しないの？って、思う人もいるかなぁ〜

それはね、手の入力による人為的なミスを減らすためなんだ。もしも住所１に続きを入力するよ

うにしていた場合、間違って消してしまうことも起こりうるんだよ。それが起きにくいようにと

、住所欄は自動と手動のとで２つに分けてるんだ。

 
　では、続きの住所（残りの手入力の箇所）を入れてみよう！

 



先ほど郵便番号欄に「100001」を入力すると同時に、自動的に住所１に「東京都台東区谷中」が

入力されたと思うんだけど、顧客の住所は「東京都台東区谷中２丁目99-99」だから、

まだ入力されていない「２丁目99-99」を住所２の欄へ　自分で入力してみよう！

ここでも、住所１が入力されてる後「Enter」キーを押すことで、自動的に住所２の欄へと移動す

るからね。

 

　

　４．電話番号を入れよう

　　では、電話番号「0120-12-3456」を入れてみよう

 



　う〜ん、だいぶん顧客管理っぽく　なってきたでしょ！

 
　５．あとは、備考欄に書くことがあれば、書いておこう。

　備考欄はちょっとしたメモを書くところなんだ。

今回の例だと「電話は昼以降のみ」かなぁ。　とりあえずはこれを入力してみよう。



　６．営業活動とかをしてるなら、この営業メモ欄に書いておこう

営業活動っていうのは、例えばお客さんにこの商品を買っていただいたとか、ご来店されて接客

をしたなど、営業上メモをしようと思うものがあれば、入力しておこう。

　今回の例だと「先月商品Aを購入していただいた」があるよね！

　営業メモの欄にこれを入力して、練習してみよう。

 
　７．ここで入力したものが間違っていないかの最終確認だよ。こんな感じに入力できたかなぁ

？

 

　　見て確認して間違っていなかったら、「登録 or 更新」をクリックしよう！

　これで登録完了が表示されて、エクセル（顧客管理表）にはちゃんと入力されてると思うよ！

 



　でもここで、もしもこんな感じにエラーが表示されたら・・・残念だけど入力ミスがあったっ

てことなんだ。でも間違いの箇所を教えてくれてるから、あわてないでね。

「氏名が未入力です」「郵便番号が未入力です」「住所が未入力です」「電話番号が未入力です

」

いずれも入力忘れによるエラーが多いと思うから、その箇所に戻ってきちんと入力しなおして

から、再び「登録 or 更新」をクリックしてみよう！

　

　どうかな〜？　これでちゃんと登録の完了ができたと思うんだけど。

 



 
　ここまでの動作をよく覚えておいてね。

新しく入力する時は、さっきの様な順番でどんどん入力すればいいんだよ。

 
　○　さて次は応用編だよ！○

ここでは「顧客を追加するとき」「登録した情報を修正するとき」「削除するとき」の３つの操

作を覚えよう！　この操作を覚えたら顧客管理ができるよ！

 
　１．追加するとき

　顧客が新たに増えたときは、この様に名前欄が空欄の行のところを押そう。

そして、先ほどと同じようにとキーボードにある「Ctrl」キーと「M」キーを押すと、そこに顧客

情報を入力できるようになるんだ！

（ポイント：１．Ctrl　キーは、キーボードの一番左下にあるよ！

　　　　　　　２．Ctrlキーを押しながら同時にMキーを押すといいんだよ）

→参考：　１０ページの　○顧客を登録してみよう！○を見てね

 
 
　２．修正するとき

例えば「＠＠＠」さんの情報を修正する時

この場合はこのように「＠＠＠」の行のどこかをクリックして選択して「FX」キーを押すと。。

。

ほら、最初に使ったときの画面が出てくるよね。

　この画面になれば修正ができるようになったんだよ！

 
　気づいたと思うけど、営業メモの場合だけはさっきとは違うんだ！

営業メモ１には前に入れた情報が入ってないかな？

そう、実は営業メモは新しく入れると自動的に追記していくシステムになってるんだ

 
ただし、新しい営業メモは３つまでしか保管されないから気をつけてね

 
修正し終わったらさっきと同じように「保存」をクリックしよう

さぁこれで修正されたよ！

 
　ほら、こうやって今まで紙でやっていた管理がパソコンでできるようになったよね

このソフトの特徴としては、顧客リストの並び順も自動で整理してくれるんだよ。

マウスでスクロール（くるくる回す）と、上から”あ”行に近い人、下に行くほど”わ”行に近い人

になってて、ちゃんとあいうえお順になってるんだ。



　だから自分で順番に登録しなくても、勝手に順番をそろえてくれるから、とっても便利なんだ

〜

 
 
 
　　僕からの説明は、一応これで終わりだよ。

　とにかくまずは実際に触れて、自分でやってみないことには何も始まらないよ！

　パソコンの魔法を使えるようになるかどうかは、自分次第なのさ。

　そして僕は「スーパーお父さん」を信じてるね。

　どんな時だって、お父さんは僕のヒーローだったから！！

 



 
　〜〜〜 こんな風にしてようやく最後の長い長い夜は明け、社長と約束をした運命の朝をついに

迎えた〜〜〜

 
 
  息子が作ってくれたこの顧客管理ソフトを使っての練習を夜通したくさんしたので、もはや相棒

のように感じる頼もしいMYパソコンを持って、今朝の俺はさっそうと出社することができた。

  魔法の箱の呪縛からついに解き放たれた俺はまっすぐに社長室へと向かい、たった今このドアを

勢いよくノックしたところだ。

 
　俺は今まさに、たったひとりでこれから乗り込もうとしているのだ。

　いや、待てよ・・・違うな・・・このパソコンにはさらなる魔法をかけてくれた息子の協力が

あるのだから、俺は本当の意味ではひとりではないはずだ！

 
　「パソコンは決して手が届かない魔法の箱だ・・・」

などと諦めていた1週間前が、もう遠い昔のことのように感じている。

 
　ついにこの魔法の箱までをも味方にしてしまった俺・・・

今後はますますスーパービッグ社員になっていき、さらなる高みを目指すことになる俺はいった

いどこまでのぼりつめていくのだろうか！

 
 
　　ぐふふふ・・・乞うご期待だ！　　　♪♪♪ d(⌒Ｏ⌒)b♪♪  
 
　　では いざ 、行こう！

      そしてさらばだ！  俺の「パソコン スキル ZERO」！！

 
      　　　

　 



 
 
〜〜〜〜　この物語は今から１７年以上も前のお話で、

                     とある父親が息子に手助けされつつ

　　　　　　　　　パソコン超絶若葉マークから脱した記録です　〜〜〜

 
 
 ★ この作品で登場した顧客管理ツールはここからダウンロードできます。

 ★実際のご利用には免責事項をよくお読みになってください。
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