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この章について

　この章ではSNSの概要とSNSで一番利用の多いFacebookの利用法について説明します。（なお、Facebookの利用法は
講義資料・Facebookのマニュアルのページをもとに作成しております。）

 
 
　SNSとはSocial Networking Service の略です。

社会的ネットワークをインターネット上で構築することを目的としたサービスです。

 主だったものとしてfacebook,mixi,モバゲーTOWN,GREE，MySpaceがあげられます。

　SNSを使うことにより、趣味の合う人や友人の友人と関係をもて、新たな人間関係を得られることができます。

 
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　大村領

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SNSを利用するにあたって

 
・インターネットを利用するため個人情報の保護は大事です。

私的な利用で閲覧者も少ないと思って、個人情報を上げすぎないようにしましょう。

・節度のある発言を心がけましょう。

いくら匿名だからと言って、他人の誹謗中傷はやめましょう。

 
またSNSユーザーの一部はSNSを出会い系として利用しています

。（http://www.nikkei.com/article/DGXZZO19323130T01C10A2000000/より）

 
その他紹介したSNSをめぐる事件の例

Facebook

http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2857386/8455168
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20120716-01/2.htm

mixi
http://www.pictass.com/cat4/index.html#07
 
モバゲーTOWN
http://www.gamebusiness.jp/article.php?id=2574
 
GREE
http://deai-news.mailclick.net/gree-mixi/
 
MySpace
http://jp.techcrunch.com/archives/myspace-subpoenaed-in-megan-meier-case/
 
 
 
 

http://www.nikkei.com/article/DGXZZO19323130T01C10A2000000/
http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2857386/8455168
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/sapio-20120716-01/2.htm
http://www.pictass.com/cat4/index.html#07
http://www.gamebusiness.jp/article.php?id=2574
http://deai-news.mailclick.net/gree-mixi/
http://jp.techcrunch.com/archives/myspace-subpoenaed-in-megan-meier-case/


SNSの比較

名称 主なコンテンツ 登録 匿名、実名 会員数 概要

Facebook

つぶやき，日記

，写真，動画，

コミュニケーシ

ョン，ゲーム

登録なし

でも一部

は見られ

る

実名 10億人

2004年設立当初は学生向けに開始

された小さなサービスだったが、

現在では世界最大の会員数を誇る

巨大なSNSとして成長している。

 

mixi
つぶやき，日記

，ゲーム
必須 匿名可 2623万人

日本ではかつて最大の会員数を誇

るSNSであった。日本で最も早い

時期からサービスを開始している

。登録するには年齢制限などがあ

ったが今は不必要。

モバゲーTOWN
ゲーム,日記,ア

バター
必須 匿名可 3600万人

携帯電話向けのSNSサイト。携

帯ゲームに特化していて、無料で

楽しめるゲームもあるが、有料で

のサービスが多数存在する。

GREE
ゲーム，日記，

コミュニティ
必須 匿名可 2900万人

上記のモバゲーと同じようなサ

イト。

 

MySpace

プロフィール，

ブログ，音楽公

開

登録なし

で一部は

見られる

匿名可 2億人

Facebookに抜かれるまで世界最大

のSNSだった。音楽関連に特化し

ているSNSサイトで、比較的若い

世代が多い。

 



Facebookのアカウント登録

Facebookのアカウント登録について説明します。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Facebookのアカウント登録に必要なのは、

　・姓名

　�メールアドレス

　�パスワード

　�生年月日

　�プロフィール情報です。

 
インターネットからFacebook]のページに飛んでください。

 
そのページの右側に必要な情報を入力してください。

 
セキュリティチェックが表示されるので、表示されている文字を入力します。読み取りにく

い場合は他の文字に変更することもできます。

　

［アカウント登録］をクリックします。

 
次に自分のプロフィール等を設定するステップ1〜3に進みます。

 



ステップ1では自分のFacebookに登録していないメールアドレスを入力することで、そのメール

アドレスに登録されている友人のアドレスから友人が検索できます。

ステップ1〜3は後でもできるのでスキップでとばすことも可能です。

 
まず、Facebookに登録していない自分のアドレスを登録してください。

なければスキップでステップ2に移動してください。

 
その後指示に従って登録してください。

 
 
友人が出てきたら右下にある、友達になるを押して友人になってください。

 

 
これでこの友人に友達申請が行ったので、この友人が申請を許可すると友人としてFacebookのペ

ージに現れます。

 
次にステップ2に行きます。

 
ステップ2はプロフィール設定です。

 



プロフィールを設定する画面が表示されます。同姓同名を見分けるための漢字名、そして学歴や

社名を正しく入力することで、旧友や知人から見つけてもらいやすくなります。なお、高校や大

学は、文字の一部を入力すると候補が表示されて選択することができます。

 
右下の保存して続行でステップ3にいきます。

ステップ3はプロフィールの写真設定です。

 
下の画像部分をクリックしてプロフィールにしたい写真をアップロードしてください。

 
あなたと判別できる顔写真を選ぶことで、旧友や知人から見つけてもらいやすくなります。

写真が表示されたら［保存して続行］をクリックします

 
ステップ1~3が終了すると

Facebookの画面が表示されます。ただし、まだ登録は完了していません。最初に入力したメール

アドレスにFacebookから確認メールが届いていることを確認します。なお、確認のメールは、画

面上の［確認メッセージを再送信］をクリックして再度送信することができます

 



 
この後、一番初めに登録したメールアドレスに登録メールが来ますので、それをクリックすると

登録完了です。



友人を増やそう

 
登録ができたら次に友人を増やしましょう

Facebookの友人の検索方法はいくつかあります。

 
まずユーザー検索で探す方法

　画面上部の検索ボックスに友達の名前を入力します。漢字で見つからない場合は、ローマ字で

も試してみましょう。名前ではなく、メールアドレスで検索することもできます。

　表示される［ユーザー］の中から、探している友達が見つかったらクリックします。表示され

ない場合は、「検索結果をさらに見る」をクリックするとより多くのリストから探すことが出来

ます

 
次に[知り合いかも？]の機能の使い方について

　Facebookを使っているとたまに右側に表示される［知り合いかも？］には、あなたの情報から

推測された、友達である可能性の高いユーザーが表示されます

　

　一覧を見るには、［知り合いかも？］の［すべて見る］をクリックするか、ホーム画面左側

の［友達を検索］をクリックします

　知り合いの可能性のある人が一覧表示されます。また、左側のチェックボックスで条件に合致

した人を絞り込むこともできます

 



 
また、友人を探すのではなく招待することもできます。

 
以上で友人の検索方法の紹介は終わります。

友人をどんどん増やしてみてください。



友人と交流しよう

登録し、友人を増やせたあとは友人と交流しましょう。

友人と交流する上で以下のことができます。

　・ニュースフィードで友人の近況をみる。

　・自分の近況を報告できる。

　・友人の近況について、いいね！をおして支援できる。

　・友人の近況について、コメントできる。

　・動画や画像を投稿できる。

　・友人に挨拶ができる。

　・友達の投稿をシェアすることができる。

 
このうち、挨拶とシェアについての方法を説明する。

 
挨拶について、挨拶を使うと知り合いにあったときに、よっ！と声をかけたり上司に会釈したりといった会話にまでいか

ない簡易なコミュニケーションをとることができます。

 

挨拶したい相手のプロフィールページ（プロフィール／タイムライン）に移動し、相手の名前の右側にある歯車（▼）ボ

タンをクリックすると、「○○さんにあいさつ」という項目が表示されます。

 
クリックするだけで、あいさつ完了です。相手には、「●●さん（あなたの名前）からあいさつ

がありました」とのお知らせが届きます。

挨拶の仕方は以上です。

 
次に投稿のシェアについて説明します。



 
友達が投稿したリンクや画像などの［シェア］をクリックします。

 
 
同じ画像が自分のウォールにも表示され、他の友達からも見られるようになります。

 
以上がシェアの方法です。

どんどん友人と交流を深めてください。

 
 



Facebookの便利な機能について

 
Facebookには主に以下の色んな便利な機能があります。

・写真でアルバムを作る。

・イベントがたてれる。

・予定されているイベントの確認。

・グループを作れる。

・グループで色んな事ができる。

・チャットで話せる。

・ノートで色んな文章が作れる。

・タグ付けにより、第3者に知らせれる。

・タグ付けされないようにプライバシーを保護できる。

・Facebookのデータをダウンロードできる。

・アプリをダウンロードして遊べる。

・タイムラインを削除、非表示にできる。等

 
グループの作り方とグループでのイベントのたて方、アプリのダウンロード方法について説明

する。

 
Facebookのグループ機能は、仲間同士のコミュニケーションや、ビジネス上での企画やプロジェ

クトなど、メンバー同士のやりとりで便利に活用することができます。例えば、仲のよい友達で

グループを作って、旅行のイベントを立て、行きたい場所やアイデアなどをドキュメントで書き

込み合う、スケジュール表を共有するといった使い方が可能です。

 
［グループを作成］をクリックします。

 
［グループ名］にグループの名前を入力します。

［メンバー］でグループのメンバーの名前を入力します。名前の一部を入力すると候補が表



示されるので、そこから選択してください。

［作成］をクリックすると、グループが作られます。

 
作成したグループで、イベントを立てます。

 
まずは〔イベント〕のタブから〔イベントを作成〕をクリックします。

　イベント名や詳細、日程、場所を入力し、イベントの共有範囲を設定します。イベントに招待

するメンバーが全員でない場合、チェックボックスのチェックをはずし、選んだメンバーだけを

招待、共有することもできます。ゲストのメンバーを秘密にしたり、主催者以外のゲストが友達

を招待することも可能です。

 
通常のイベント機能のように、グループ内向けにイベントページが作成されます。イベント

の写真を設定することもできます。

 
 
次にアプリの導入について紹介します。

Facebookでは様々な「アプリ」が使えます。それらを使うことで、Facebookの機能をさらに便利

にしたり、友達とのより楽しいコミュニケーションをもたらしてくれます。スケジュールの調整

に役立つものや、友達と一緒に進めて行くゲームなど、多種多様なFacebookアプリですが、ここ

では動画をウォールに投稿できる「YouTube」のアプリを例に紹介します。

［検索］ボックスに探したいアプリの名前を入力します。

　アプリのページが表示されたら、［アプリへ移動］をクリックします。なお、ここで［い

いね！］をクリックすると、このアプリに関する最新情報を得ることができます。

　データへのアクセスの許可が求められますので、内容を確認して問題なければ、［許可する］



をクリックします。

　自分のホーム画面の左側に［YouTube］のアイコンが追加されます。

　［YouTube］をクリックすると、このアプリの機能が使えます。

 
 
以上がアプリの導入方法です。

 
今回はFacebookの一部を紹介しましたが、他のSNSも多くの利点が存在します。

ネチケットを守って交流のツールとしてぜひ利用してください。

 



この章について

この章では、ウェブ上で使えるオフィスのサービスやファイル形式の変換、ファイルの転送など

といった実務的なことを紹介していきたいと思います。

ウェブ上で実務的なことをすることのメリットは

どこでも編集したりすることができる。

複数のパソコンでも編集することができる。

という大きなメリットが存在します。

それでは、これらのメリットをうまく使えるウェブサイトを紹介します。

担当者：　　松岩　恭平

　　　　　



Web上でオフィス系サービス

Web上で使うことのできるオフィス系サービスについて紹介します。

まず始めに、Web上でのオフィス系サービスを使うことのメリットを抑えましょう。

基本的に無料で使うことができる。

ネット回線があればどのパソコンでも編集したりすることができる。

この2つのメリットが特に大きいものです。

例えば、Microsoft Officeの値段を見てみましょう。

Microsoft Office2013 Professinal の値段…62790円
高いですね。

ネット回線があれば、どのパソコンでも編集したりすることができるのも便利機能の一つです。

自宅と仕事場、学校、宿泊先などでも編集できたりするのは、大きいメリットです。

メリットがあればデメリットもあります。

ネットの回線がないと使えない。

互換性の問題がある。

データが不安定になることがある。

デメリットもなかなか大きいものです…

さて、メリットデメリットも十分理解したところで、サイトの紹介をしていきます。

MS Office Web Apps　http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/webapps/default.aspx

ここでは、Word,Excelなどよく使うオフィス系のものを作成することが可能です。
今回はWordを例にして説明していきたいと思います。

こんな感じで、基本的なことはできるのですが、(文字を太くするなど…)出来ないこと

http://www.microsoft.com/ja-jp/office/2010/webapps/default.aspx


もMSoffice2010とかと比べるともちろんあります。

そしてここで作ったファイルはSky Driveというところに保存されます。ここでは、MicrosoftIDが

必要になるので予めとっておきましょう。 http://www.microsoft.com/ja-
jp/mscorp/account/default.aspx

文書１というのがさっき作ったファイルです。

また、このSky Driveは、自分のパソコンに入っているMSoffice2010より新しいものであるなら、

自分のパソコンからSky Driveに送ることもできます。

文書を作成します。

http://www.microsoft.com/ja-jp/mscorp/account/default.aspx


保存と送信を押して、ウェブに保存します。ここで、先ほどのMicrosoftIDを使用します。

OKをクリック!!

Sky　Drive に名前を付けて保存できます。

そしてラストチェック!!



ちゃんとSky Driveにあります。

このようにして、Wordの文書をSky Driveに送ることができます。こうすることで、このファイル

を共有、編集(手元にあるオフィス系で)することができたりします。

また、編集もできるので、インターネット回線もあるところであるなら、手を加えることも可能

です。



MS Apps は、Sky Dnriveにより、共有することが最大の利点と呼べますね。

Think Free http://www.thinkfree.com

次に紹介するものは、Think Freeと呼ばれるものです。使う前に注意しておきます。これを使うに

はJREというものをインストールしないといけません。その点に注意しましょう。

アカウント作成も必要ですが、Googleのアカウントを持っていればつかうことができます。

それでは、使っていきたいと思います。

まず、起動するのにとても時間がかかります。

しかし、見てみると先ほどのMS Appsよりは、高機能に見えませんか？

普段使っているMS　Officeに近い感じもします。

使い勝手はよいが、よく落ちたりするので注意しておいたほうがいいです。こまめな保存を忘れ

ずに。

http://www.thinkfree.com


また、Think Freeでも、作ったファイルのアップロードはできます。アップロードと書かれたとこ

ろをクリックしてファイルを選択するだけです。

では、ダウンロードはできるのか？という疑問もわくと思います。では、やってみましょう!!

まず、適当に文書を作って保存します。

Think Freeのフォルダーに保存しました。



ファイルを選択して、ダウンロードをクリックします。

編集できるようにクリックすれば…



これでできました。

手元のWordで編集することができます。

しかし、互換性の問題からMS　Office2010より古いモードでの編集になるので注意!!

Think Freeは多少面倒な点もあるが、なかなか高機能であり、使いやすいと思いました。

重たいのなんて全然気にならないという方にお勧めしたいものでした。

ZOHO Docs http://www.zoho.jp/docs/

このサイトもアカウント作成が必要であるが、以下のようなアカウントでも入ることができます

。どれか一つだけでもとっておきましょう!

Wordを開くとこんな感じで、使い勝手はいたって普通です。

http://www.zoho.jp/docs/


ただ、色がさみしい…

個人的に好きな機能は、自動で保存してくれることです。

上が普通に保存したファイルで、下が自動で保存してくれたファイル。

ウェブ上での作業は、回線が少しでも悪くなると落ちてしまうので、この機能は重宝するもの

です。



Think Freeに比べると、相当こちらの方が軽いです。

その点非常に便利だと思います。めんどくさがりだな、と思う人にお勧めしたいものでした。

以上をまとめると、

MS Apps…Ｓｋｙ　Ｄｒｉｖｅを使うことにより、共有また別の人が編集するのが容易になった

。

Think Free…JREのインストールが必要であり、やや重たいが、高機能であり、オフラインに送っ

て編集することもできた。ただし、互換性から少し古いバージョンになる。（MSoffice2010に比

べて）

Zoho Docs…自動で保存が素晴らしかった。やや軽く動く。

といった具合になります。

自分の使用用途にあわせて、使ってみるのがいいと思います。

では、オフィス系サービスを終わります。



Web上でPDFに変換

まず、初めに…PDFをビジネス等で使う理由を知っておきましょう。

どのようなときにPDFを使えばいいか？そして、PDFの利点とは何か？という疑問をお持ちの方

もいると思います。

どのようなときに使うか…PDFを使うときは、より多くの人に対して情報を発信したいときに使

います。

なぜなら、PDFは、閲覧する側に負担がかからないからです。例えば、MSofficeで作った、Word
文書を多くの人に発信したくても、MSofficeを持っている人しか見ることができません。

しかし、PDFなら、無料でPDFリーダーが手に入るうえに、極力ファイルの容量を小さくしてあ

るため、閲覧者に負担があまりかからないのです。

だから、PDFファイルは重要な役目を担っているわけです。

では、PDFを作っていくサイトを紹介していきます。

Adobe.com　 https://www.acrobat.com/main/

まず、こちらのサイトからこのサイトはアカウント作成が必須なので、そこから説明していきた

いと思います。

右上の方にあるアカウント作成をクリックします。

https://www.acrobat.com/main/


メールアドレスは事前にとっておきましょう。無料なので、

ログインするとさっそくPDFの作成がありますね。



事前にPDFにしたいファイルを作っておきましょう。そして、PDFに変換をクリック。

そして、無料版だと１回しかPDFに変換できないので間違えないようにしましょう。

ちゃんとできてます。とても簡単ですね。

ダウンロードもできるので、ダウンロードをしておきましょう。そうすると完成です。



これで、PDFに変換してダウンロードまでできました。

使い勝手はよいものの、１回しか使えないのはなかなか不便なものだという印象を受けました。

１個しか作らない!と決めておけばとてもいいものです。

実は、最近のパソコンでは、PDFの作成が非常に簡単になりました。

ココを押すだけで、出来てしまうのです。なかなか便利な機能ですね。





Web上でPDFの編集

ここでは、Web上でPDFの編集をしていきます。

PDFを作ったはいいが、間違いがあったため、また作り直す…なんてことは、めんどくさいと思

いませんか。

Acrobatは１回しか使えないため、できないかもしれません。

MergePDF　 http://www.mergepdf.net/

このサイトは、PDFの結合ができます。

英語ですが、使い方はとっても簡単!!左の[BROWSE]で、２つ以上ファイルの選択して、右

のMergePDFをクリックするだけです。あとは、ダウンロードを押すと…

http://www.mergepdf.net/


2つのPDFが一体化しています。使い方はとても簡単でした。ただ、英語は難点かな…

PDFescape　 http://www.pdfescape.com/

このサイトでは、PDFの編集ができます。アカウント登録はしなくていいので、すぐできます。

しかし、英語ですので、注意してください。

右下の赤いところをクリックします。

http://www.pdfescape.com/


このような画面がでてきます。新しくＰＤＦを作るなら一番上、今回はアップロードして手元に

あるＰＤＦを編集するという作業ですから、青いしるしのところをクリックしてファイルを選択

します。

すると…

左の方で選択すると、編集し放題!!
また、左側でダウンロードすることもできます。



ダウンロードすると…編集されたものが戻ってきました。

このようにして、編集するのが難しいＰＤＦの編集ができます。

非常に簡単で早い!!
なによりアカウント作らなくていいところが、面倒な種を減らしてくれています。



Web上でファイル形式の変換

ファイル形式は、たくさんあります。

例えば、音楽のファイル形式を見るだけでも、mp3, Wav,m4a…とたくさんあります。それぞれ活

躍の場が違うわけですから、それらを変換することのできるWebサイトを紹介します。

Convert.Files http://www.convertfiles.com/

このサイトでは、ファイルをアップロードするだけで、選択したファイル形式に変更してくれる

サイトです。

また、英語ですね。赤い部分に必要事項記入していきましょう。

今回は、先ほど作ったＰＤＦを変えようと思います。

http://www.convertfiles.com/


赤い部分に記入するだけです。選択肢がありますので、そこから選んでください。

下の「Convert」をクリック!!

赤い部分をクリックするとダウンロードすることができます。ダウンロードされたファイルを選

ぶと…



PDFだったものが写真になってしまいました。これが、このサイトの力です。

他にもいろいろなファイル形式が存在するので、他のファイル形式にもできます。



Web上でファイルの転送

ファイルを送りたいときに使う便利なサイトを紹介します。

普通のメールとかなら、容量オーバーでできないとかあるときに使えるサイトです。大きい容量

のものを的確に届けましょう。

GigaFile便　http://www.gigafile.nu/v3/

このWebサイトでは、１ファイル２ＧＢまでの容量のものを一括３００個まで送ることができ、

アカウント作成は不要です。

必要なものは、相手のメールアドレスと送りたいファイルだけです。

下のファイル選択で、ファイルを選択し、相手のメールアドレスを打ち込んで、送信するだけ…

http://www.gigafile.nu/v3/


このようにして、送ることができます。

相手のもとに届くまで７日間くらいかかりますが、大容量なファイルをおくるなら簡単でいいと

思います。

FilePost　http://file-post.net/

このサイトでも送ることができます。こちらは、合計２ＧＢまで、１５ファイルという制限つき

で５日以内です。

http://file-post.net/


ほとんどGigaFile便と同じような感じです。

ここで、相手のメールアドレス、ファイルとかを記入して送信で完成!!
これも簡単でしたが、GigaFile便の方が記入欄が少なくて送りやすい印象を受けました。

まとめると、

GigaFile…1ファイルの容量2ＧＢまでで、300ファイル送ることが可能。7日間

FilePost…合計2GBまでで15ファイルまで送ることが可能。5日間

どっちを使うかは、ファイルの容量の大きさと相談して決めてください。

どっちも使いやすいと思います。



Web上でセキュリティチェック

セキュリティをパソコンに入れていない人で、いつかは入れたいなーと思っている人に対して言

いたい項目です。

セキュリティに対して不安になったりとかすると、無料で診断してくれるサイトを紹介していき

ます。

注意点として、これらのサイトでは駆除はされません。ただウイルスがいるというだけというこ

とが報告されるだけです。

いつセキュリティを入れるか考えている人などにお勧めしたいものです。そこのところは注意し

ておいてください。

Symantic Security Check　http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?
langid=jp&venid=sym&plfid=21&pkj=OWWBYHGBYNCJEIMXQKC

ここから、スキャンやチェックしてくれます。

不安に思っている方は使ってみてください。

他にもトレンドマイクロオンラインスキャン

http://safe.trendmicro.jp/products/onlinescan.aspx

http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?langid=jp&venid=sym&plfid=21&pkj=OWWBYHGBYNCJEIMXQKC
http://safe.trendmicro.jp/products/onlinescan.aspx


セキュリティソフトは入れておくべきなのでこれを機に入れてみてください。



Web上でタスク・スケジュール管理

タスクやスケジュール管理をWebでできるサービスもあります。

まずは、スケジュール管理から紹介していきます。

Googleカレンダー

これをするには、Googleのアカウントが必要ですが、gmail等もあるので、これを機にとっておき

ましょう。

予定を入れたいところに、ｼｭﾋﾟｯﾄやって文字を入力するだけ!!
とても簡単です。

また、オフライン機能もあり、インターネットにつながっていなくても、出来る機能があります

。



オフラインにすると、全てのデータがパソコンにダウンロードされるので、共有のパソコンでは

しないようにしましょう。

ちなみに、これは１か月表記です。このように表記を変えることもできます。

他にもYahoo!Japanカレンダーもあります。Yahoo!のアカウントを持っている方はそちらの方

も使ってみてください。

タスク管理について、タスク管理とはしなければならないことを管理することです。しないとい

けないことは忘れてはダメですからね。

check*pad　http://www.checkpad.jp/

このサイトは、シンプルにタスク管理をすることができます。

http://www.checkpad.jp/


アカウント作成して、ログインしましょう。

そして、

しないといけないことを書くだけ、終わればチェックして完了となるわけです。

使い方は非常に簡単ですね。シンプルというだけあります。

Remember The Milk　http://www.rememberthemilk.com/

こちらは高機能なタスク管理ができるサイトです。

高機能とはいえ大体上の基本的なやつと一緒です。

http://www.rememberthemilk.com/


まずは、登録してログインしてください。メールアドレスが必要ですので、とっておきましょう

。

ログインするとこのような感じで、あんまり上のcheck*padと変わらない印象を受けます。

しかし!!

高機能なんです。



基本的な使い方…赤いところに記入すると、緑色のところにするべきことのリストが出てきます

。

右の赤いしるしのところで、色々設定ができます。これがいわゆる高機能なところなんです。

例えば、期日の設定、繰り返しの設定などなどいろいろな設定をすることができます。

タスク管理はいかがでしたでしょうか。

お好みの方をお選びください、うまく使えば…物忘れ無くなりますね。



Web上でビジネス文書

社会人として、ビジネス文書はとても重要なものです。しかし、重要なものなので、より一層注

意しなければなりません。

基本的なことはとても難しいのです。

一文字違うだけで、相手から嫌われてしまうことだってあります。

そこで、繊細な日本語のビジネス文書の書き方、奥深い日本のマナーなどについてウェブ上で学

べるサイトを紹介しようと思います。

日本語文例集　http://proportal.jp/

こちらのサイトで、日本語を学びましょう。

この赤い枠から気になる項目をピックアップするだけ!!

http://proportal.jp/


例えば、採用通知の例を選んでみましたが、分かりやすいです。

困ったときにあると便利なサイトです。

 ビジネスマナータウンページ 　http://itp.ne.jp/contents/business/contents.html

マナーやビジネス文書などといった、日本語の難しさを一気に解消してくれるサイトです。

このように、社内での仕事上のマナー、冠婚葬祭の時のマナー、そしてビジネス文書の基本を教

http://itp.ne.jp/contents/business/contents.html


えてくれます。

これは、敬語の使い方の例だが、説明もついているため分かりやすいですね。

普段このような敬語を使っていても、知らないようなことも中には、私はありました。

皆さんはどうでしょうか？

次のサイトがこの章のトリを飾ってくれます。

直子の代筆　　http://www.teglet.co.jp/naoko/

これをするには、無料版の直子の代筆をインストールする必要があります。

http://www.teglet.co.jp/naoko/


インストールした後は、インターネットのウィンドウの左上をクリック!!

これで、使うことができるようになりました。

この中からどれか使ってみましょう。

この中のビジネスの交渉を例に挙げてみたいと思います。



まず第一に状況がマニアックです!!
漫画家が遅延を編集者に言い訳するなどありますね。

少し見てみましょう。

質問に答えていくだけ!!

座右の銘だとか、完成度…何か必要なこと等面白い質問にこたえていきます。



質問に答えると、文書がでてきます。

締切近いのに、1割ということは…と面白い文ですね。

ワンポイントアドバイスも斬新で面白い!!

これは面白いソフトだと思いませんか？

是非使ってみてください。あくまで、参考にする程度ですよ。

では、この章を終わります。



この章について

【第三章　これは使える!!
Webサイト学習編】 

 
 

【はじめに】

この章では、学習に役立つサイトを紹介していくものとなっております。

取り上げるサイトは、英語関連、ネット関連、プログラミング関連となっています。

また、筆者の頭の都合上、稚拙な文章となっております。

その辺についてはご了承ください。

それでは次のページから始めていきます。

 
担当者：細田遼介

 
 

 



学習しよう　英語編！

学習しよう　英語編！
最初に紹介するサイトは「English Central」です。

URL：http://ja.englishcentral.com/videos#!/index
こちらのサイトは、登録なしで利用する事ができ（一応無料登録することもできます）、

英語の動画を見て、勉強することができるサイトとなっています。

さっそく、見て行きましょう。

上のURLに飛ぶとこのような画面が開かれると思います。

おもいっきり「無料登録！！」とかいてありますが、気にしなくて大丈夫です。

登録しなくても普通に使えます。

ちなみに登録すると、サイト上に自分の成績が残り、他にこのサイトを利用している人と比べる

ことが出来る程度です。

つぎからこのサイトについて少し解説して行きたいと思います。

http://ja.englishcentral.com/videos#!/index


学習しよう　英語編！

説明を簡単にさせていただくため、上のように番号をふらせていただきます。

まずは①から説明していきます。

 
上の①の歯車のようなところで、 言語設定を変更することができます。

最初から日本語になっていると思いますが、 日本語になっていない人

は個々から設定してください。

 
 
 
 
 

 
 
 

次に②の部分について説明していきます。

②の部分は簡単に言ってしまうと動画の絞り込みを行うものだ

と思ってください。

まずは「動画」と書いてある部分からですが、ここでは「動画」

と「コース」の２つがあります。「コース」は基本的に無料で

すが、たまに有料のものあるので気をつけましょう。

次に、「全ての難易度」のところは、察しのとおり難易度で動画

を絞り込んでくれます。 難易度は、「簡単」、「ふつう」、「難しい」の３つに分けられてい

ます。 自分にあったもので絞り込みましょう。

最後に「人気順」と書いてある所では、「動画」のカテゴリでは「人気順」か「新着順」で分け

ることができ、「コース」のカテゴリでは「人気順」、「新着順」、「料金順」の３つで 分ける

ことができます。

 



学習しよう　英語編！

このサイトは、「動画を見る」、「先ほど聞いた英語が穴埋め形式で問題として出されるのでそ

れを解く」、「実際に喋る」という３つのステップからなっています。

 それでは、早速動画を見て行きましょう。

動画には、英文と日本語訳が乗っているので安心して動画を

見ることができます。

さらに、英文の単語をクリックすると、

動画が一時停止されて、その単語についてネイティブな発音

と意味を教えてくれます。※ただしIとかYOUのような一般的

なものの意味はのっていません。

 
 

 
 
 

次は、「書く」ステップです。

英文のところに空白が見えると思います。

英語を聞いて（何回でもきくことができます）そこに当ては

まる英語を打ち込みましょう。

間違えても大丈夫です。（たぶん）

 
 
 

 
 

そして最後にマイクを持っていたら、マイク設定をして最後の発音のステップへ進みましょう。ここでガッツ

リポイントを稼いで良い点数を残しましょう。

 



学習しよう　ネット初級者編！

学習しよう　ネット初級者編！

〜もう情弱なんて言わせない〜
先に断っておきます。初級者編とかいっていますが、上級者編はないのでご了承ください。

また、ここで紹介するサイトはWindowsやOfficeの基本的な操作、LINEなどのアプリの活用方法

が乗っているサイトを紹介するので、そんなことすでに知っているという方は飛ばしていただい

て構いません。

それでは、今回紹介するサイトを発表しましょう。

それは「動画マニュアル.com」です。

URL：http://www.dougamanual.com/
さっそく開いてみましょう。

 
 

このような画面が出てきたはずです。

 
ここで自分が得たい知識を探して動画を見て学習して行きましょう。

 
右端には「注目　動画マニュアル」や人気ランキングがあるので、

それも参考にしてみると良いかもしれません。

 

http://www.dougamanual.com/


学習しよう　プログラミング編！

学習しよう　プログラミング編！
ここで紹介するサイトは、「ドットインストール」です。

こちらのサイトを利用するには、無料会員登録が必要となりますので注意してください

このサイトでは、動画を見てプログラミングを学習していくサイトとなっています。

それでは早速見て行きましょう。

 
このような画面が出てくると思います。

右上にある新規登録から会員登録しましょう。

入力するべき情報は、

「ID（半角英数字）」

 「メールアドレス」

 「パスワード」

となっています。

 
つぎから、このサイトの簡単な使い方について説明していきます。

 



学習しよう　プログラミング編！

さて、ドットインストールにログインしたら上にある「レッスン一覧」を開きましょう。

開いたら、下のような画面が開くはずです。

図からもわかるように、いくつかの講座があり、基礎編と実践編にわかれています。

まずは基礎編から見ていって、力をつけてから実践編をやってみましょう。

また、ひとつの講座でもたくさんの動画を見て行かないといけないので、根気よく続けて行き

ましょう。

 



学習しよう　プログラミング編！

それでは、実際に動画を見て行きましょう。

自分の興味のある動画を探して行きましょう。

絞り込み検索が有効です。

 
動画を開くと以下のような画面が出ると思います。

それでは、この画面について幾つか説明していこうと思います。

①：この星マークをクリックすることでお気に入り登録することができ、マイページからこの動

画へ一発で飛ぶことができる。

②：この動画に対して自分専用のメモを取ることができる。

③：この動画を見終わったら、完了を必ず押して、次のレッスンへいく。（もちろん次のレッス

ンは翌日に回してもよい）

 
動画に関してこんなかんじでしょうか。

一回一回短いですが量が多いのがわかると思います。

次は、マイページについて説明していきます。

 



学習しよう　プログラミング編！

それでは、マイページを開いてみましょう。

このような画面が開かれたと思います。

 
ここでも番号にそって説明していきます。

 
①：「学習中のレッスン」タブでは、自分が受けている講義の進度を見ることができます。

「学習メモ」タブでは、動画につけたメモを見ることができます。

「星マーク」タブでは、お気に入りに登録した動画へのリンクが貼られます。

 
②：ここでは自分のプロフィールの変更ができます。（例：アイコン、ID、ツイッター連携、

Facebook連携等）

 
③：学習カレンダーでは、いつ自分が学習したのかがわかります。

 
 

他にも、サイトの更新情報はツイッターやFacebookから確認できます。

フォローしておくと良いかもしれません。

 
 

 



この章について

この章では、有用なWEBサイト(調査編)ということで、調査に関することを書きます。

具体的にはアンケートで質問をしたり、テストを作ってみたり、大学のサークルや部活に入って

いる人にはおなじみのメーリスでの出欠確認などです。

各項目で様々なサイトを紹介していきたいと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　担当：　牧野　史奈



WEBでアンケート

様々な人の様々な意見を聞くために、アンケートは手っ取り早い手段ではないでしょうか？

そんなアンケートをどこでも手軽に作成できるサイトを今から紹介していきます。

 
１．アンケートツクレール→http://enq-maker.com/members/createQuestion
その名の通りアンケートが作れるサイトです。登録はせずとも誰でも作ることができます。ア

ンケートで重要なのは質問項目ですが、その内容・量は自分で決められます。つまり自分で質問

内容を考えて入力し、何個でも質問ができるということです。回答に記述で答えてもらう、この

質問には必ず答えてもらうなどの設定もできます。自分で考えるのが面倒だという場合でも、あ

らかじめ質問が決められているものがあるのでそちらを使われるとよいでしょう。そちらで

は①『なんでもアンケート』②『比較アンケート』③『属性アンケート』がありそれぞれで用途

が違います。①はその名の通りなんでも自分がアンケートしたいことについての項目を作成でき

ます。②は、例えば５人グループのアーティストがいたとして「○○の中で１番すきなのは？

」「○○の中で１番友達にしたいのは？」など、メンバー間での比較をすることができます。③

はアンケートの回答者自身についての質問項目に回答者自身が答えるものです。例えば「○○に

属していてよかったことは？」「○○の改善点は？」ということです。

 
２、Googleフォーム→http://docs.google.com/
これはGoogleドキュメントを使ってアンケートを作成する方法です。しかし１のようにあらかじ

めアンケートのひな形が作られてはいないので、ワードで作るかまたはエクセルで表を使って作

るかという初歩的な段階から自分ですべて作成しなければなりません。しかし自分で作るのでオ

リジナリティーを発揮できることがメリットでしょう。

 
３、フォームメール→http://kantanform.jp/
これはメールでアンケートを作成し送信すれば回答が返信されてくるというものです。このサイ

トを使う際には無料版と有料版の登録があるので利用方法を正しく読んで使用してください。有

料版で登録すると１か月・１年という長期にわたってアンケートを送信することができます。企

業で顧客から商品についての感想をアンケートしたい時などに役だちそうです。

http://enq-maker.com/members/createQuestion
http://docs.google.com/


＊URLの短縮

今までアンケートの作成サイトを紹介してきました。そのアンケートに回答してもらう際、ア

ンケートがのっているＵＲＬを提示する必要があります。何か論文を書くのに参考文献をネット

から拾って貼り付けるとき、ものによってはとても長いＵＲＬになる場合もあるでしょう。長い

とスペースを取られるし、見た目もよくない・・・。そこでＵＲＬを短縮しなおすサイトをこれ

から紹介していきます。

 
１、TinyURL.com→http://tinyurl.com/
やり方は簡単、短縮したいＵＲＬを入力し横のボタンをクリックすれば短縮されたＵＲＬが自動

で作られます。

 
２、bitly→https://bitly.com/
このサイトはFaceBookかTWITTERのアカウントを持っていれば、そのアカウントでサインイン

することができます。もちろん無料です。全て英語で書かれているので読むことは難しいですが

、画像で赤く四角でかこってあるところに短縮したいＵＲＬを貼り付けると自動で短縮されます

。そして自動でそのＵＲＬは保存されるのでもし忘れてもいつでも探し出すことができます。

 
３、QRコード二次元バーコード作成→http://www.cman.jp/QRcode/
１と２はＵＲＬをそのまま短縮するというものでしたが、このサイトではＵＲＬをＱＲコードに

変えることができます。今の時代ケータイでバーコードを読み取れば相手の連絡先もわかり、お

得な情報も取得できる世の中です。紙に載せられたＵＲＬをわざわざ入力するよりはバーコード

を読み取る方が断然はやいはず。またただバーコードを作成するだけでなくバーコードをデザイ

ンできます。背景の色、文字の挿入、さらには画像を動かすなど遊び心も取り入れられます。

 

http://tinyurl.com/
https://bitly.com/
http://www.cman.jp/QRcode/


＊メーリングリスト

アンケートを作ったら回答者に答えてもらわなければなりません。よくプリントで配布されま

すが、メールで一括送信すれば、どこにいても回答はメールで返ってくるし多くの人に行き届く

ので便利ですよね。そこでメーリングリスト(メーリス)の出番です。大学生でサークルや部活など

何かの集団に所属している人にとってはおなじみのものでしょう。

 
１、freeml
日本最大級のメーリスサービスのサイトです。無料で多数のメーリスに登録することができます

。画像やスケジュール、出欠確認など全員で共有することができます。freemlでもアンケートを作

成できます。サークルで旅行にどこへ行くかなどの意見を集めるのによいかもしれませんね。Ｌ

ＩＮＥのアプリを使用している人にはなじみにの既読機能と同じ様な、読了機能というものがつ

いており、誰がメールをチェックしたかしていないかがわかります。大事な要件をメーリスで回

す際にこの機能があれば確認漏れも防げそうですね。アンケートのＵＲＬを載せたメールを１通

作成し、送りたいグループのアドレスに送信すればそれでＯＫです。とても簡単です。

 
２、Googleグループ→https://groups.google.com/
こちらもアカウントを作成しグループを作ればメールグループが作成できそのグループ間だけ

でメールを回すことができます。

 
３、YAHOO!グループ→http://groups.yahoo.co.jp/
２のGoogleグループのYAHOO!版のようなものです。YAHOO!のアカウントを持っていてればす

ぐに作れます。自分たちのグループを作れるのはもちろんですが、他人が作ったグループで興味

のあるものがあればそれに参加することもできます。経済、教育、芸能とカテゴリーもたくさん

あるので、探すのも楽しそうですね。

 

https://groups.google.com/
http://groups.yahoo.co.jp/


WEBでグループウェア

メールを送るまでもなくＷＥＢ上で集団共有の掲示板があれば各自それを見ればよいので、こっ

ちの方が便利という方もいるかもしれません。そんな方にＷＥＢでグループウェアできるサイト

を紹介します。

 
１、りざぶ郎→http://www.r326.com/
ユーザー登録はいりません。シフト表やスケジュール管理票表を作りたいとき、無料で作成でき

ます。管理者がＵＲＬとパスワードを控えておき、集団のメンバーにＵＲＬを送れば全員が共有

できます。変更したい時はパスワードを入力すればいつでも変えられます。

 
２、サイボウズLive→http://live.cybozu.co.jp/
 こちらも１と同じようにＷＥＢ上で情報を共有しあえるサイトですが、１よりも少し高機能にな

ります。１は主にスケジュール管理でスケジュール表しか使用しませんが、こちらのサイトでは

スケジュール管理はもちろん、共有フォルダでファイルや画像の共有、ToDoリストで役割分担し

役割ごとの仕事の確認、掲示板でコミュニケーションなどの機能がついています。既読機能付き

で情報が流れてなかったなんてことも防げます。グループは２０名以内で無料で使用できますが

、有料版なら２０名以上のものも使用可能です。

http://www.r326.com/
http://live.cybozu.co.jp/


ＷＥＢで出欠確認

出欠確認は幹事さんにとってとても大変なお仕事でしょう。いちいち一人ずつに回すのも面倒だ

しもともと出来上がった表にみんなが書いてくれれば手っ取りばやい…そんなサイトを紹介し

ます。

 
１、伝助→http://www.densuke.biz/
無料で利用、ユーザー登録なしでいきなり使えます。集団内だけで共有するためにパスワードも

つけれます。まずイベントのタイトル、日にちを選択しイベント内容を補足して幹事のアドレス

に返信が来るように設定すれば、ＵＲＬが作られます。後はそれをメンバーに回し、メンバーは

下の画像のように名前といける日にちに〇△×をつけて返信するだけ。

http://www.densuke.biz/


この章について

この章では、有用なWebサイト生活編をテーマにWebサイトを紹介します。さまざまな方法で生

活費を節約できるWebサイトを主に扱っています。さらに、おいしいものを探すためのWebサイ

トや、病気になったときに病院を見つける手助けをしてくれるWebサイトや、安全を守るための

ハザードマップが調べられるWebサイトも挙げていきたいと思います。

 
担当者： 奥山 早紀



クーポンを利用して生活費を抑える

外食やコンビニ、スーパーのクーポンをフル活用すれば、食費をかなり抑えられるはず！節約し

ようと思うと、こういった考えが浮かんでくると思います。しかしWebで「クーポン」と検索す

ると、検索結果は莫大な数になり、選ぶのはとても大変です。また、会員登録が必要なものにメ

ールアドレスを登録すると、いらないメールが毎日毎日届いたりして、かなりうっとうしいです

。そこで、かなり使える！以下のWebサイトを紹介します。

 
①クーポンネット

　　http://www15.atwiki.jp/coupon-net/

ファストフード、寿司屋、焼き肉屋など、外食する際によく使われるお店が満載です。会員登録

する必要がなく、利用したいお店を選んで、クーポンを印刷する、というのが基本的な利用方法

なので、気軽に使うことができます。ただし、モスバーガーなど、一部クーポンを利用するため

にはサイトにとんで会員登録(無料)が必要なものもあります。また、「マクドナルドを１年に６回

以上利用される方は、マクドナルド株主優待券の活用が一番お得だと思います。」や、「このク

ーポンはメール画面を見せるだけなので、友達に転送してもらうだけで使えます。」など、利用

方法の裏技やアドバイスもあって、無駄なく利用することができます。

また、食費を抑える、という題名をつけておきながらこのサイトにはエステやホテル、外壁塗装

のクーポンまであるので、日常生活の中で使えるクーポンが多くありそうです。「ジャンル別

にクーポンを探す」から、様々なクーポンを探してみてください。

 
②コンビニのサイト

　一口にコンビニと言っても、それぞれの企業で売り上げをのばす作戦もさまざまで、クーポン

の入手法もそれに伴います。ここではローソンを例に説明します。他の主なコンビニについても

簡単な説明を載せておくので、利用頻度の高いお店についてはチェックしておくと良いでしょう

。

 
　・ローソン

　　　http://www.lawson.co.jp
　　「エンタメ・キャンペーン」をクリック！

http://www15.atwiki.jp/coupon-net/
http://www.lawson.co.jp


→「とってもお得なクーポン券!!」をクリック！

 
すると、ここではクーポンの入手方法や使い方を教えてくれます。



たとえば、2013年1月中はPonta提携店舗でクーポンのついた雑誌を手に入れることができるみた

いです。なるほど、提携店舗に足を運ばせる、というのもなかなかの戦略ですね。

 
　

　・デイリーヤマザキ

　　　http://www.daily-yamazaki.co.jp/
　　モバイルサイトでメルマガに登録するとクーポンが配信される仕組みになっています。し

かし、スマートフォンには対応していないので、今の時代では利用できない方が多いかもしれま

せん。

 
　・サークルKサンクス

　　　http://www.circleksunkus.jp/
　　「キャンペーン・お得情報」をクリック！

　　応募すると当たる！というキャンペーンや、今なら20円引き！といったお得情報が掲載され

ています。

 
　・ファミリーマート

　　　http://www.family.co.jp/
　「キャンペーン」→「今お得」とクリック！

http://www.daily-yamazaki.co.jp/
http://www.circleksunkus.jp/
http://www.family.co.jp/


今お得って何のこと？と思った方が多いかもしれませんが、この表示ならお店で見たことがある

と思います。そのときに安くなっている商品をあらかじめ知ることができます。ただし、このペ

ージは地域選択が必要なので、注意してください。選択する前には「関東」になっているので、

自分の地域に変える必要があります。

そしてここでもファミマTカードへの勧誘が待ち受けていました。お得情報には必ずといっていい

ほどついてくるものです。

 
　・セブンイレブン

　　　http://www.sej.co.jp/
　　「セール·キャンペーン」をクリック！

　　「サンドイッチと野菜飲料セットで30円引き」や「買って当てよう！」キャンペーンについ

て紹介されています。セブン＆アイホールディングスはセブンイレブン内だけでなく、他の組織

との提携も多いようです。

 
③薬局クーポン

 最近の薬局は、薬類はもちろん、食料品や衣料品まであったりします。特定の曜日にポイント倍

増キャンペーンはもはや当たり前のこととなっています。自然と薬局での買い物も増えているは

ずです。お得に買い物するために、それぞれの薬局のサイトを確認してみましょう。

 
　・ザグザグ

http://www.sej.co.jp/


　　「店舗一覧・特売情報」から、近所のお店を選び、そこの広告を見たり、特売品の確認がで

きます。

　　「ポイントカード」から、ポイントカードについて詳しく知ることができます。土日は通常

の2倍ポイントのようです。

 
　・ひまわり

　　　http://www.himawarinews.com/
　　

　「ネットチラシ」から、郵便番号を入れると近くの店舗のチラシを検索してくれます。セール

商品はもちろんここで確認しますが、ポイント倍増キャンペーンも不定期かつ店舗によって異な

るので、チラシで確認するようです。

　「ひまわりポイントカード」から、ポイントカードについて詳しいことが調べられます。

 
 

http://www.himawarinews.com/


以上、クーポンネット、コンビニ、薬局について紹介しましたが、他にもよく利用するお店があ

る場合は、一度調べてみることをおすすめします。意外とWebサイトで得られる情報は多く、安

くものを手に入れる手助けとなるはずです。



自炊して食費を抑える

主に一人暮らしの人向けとなりそうですが、食費を抑えるために自炊する！そんなときに使え

るWebサイトを紹介していきたいと思います。

 
まずは食材を安価に集めたいものです。そこでスーパーのチラシを見てみましょう。

①Shufoo!
　　　http://www.shufoo.net/

　Myエリアを郵便番号、住所や地図から設定できます。すると、その地区に配られているであろ

うチラシを表示してくれます。本当に新聞の折り込みチラシそのままなので、安心感をもって見

ることができます。会員登録しなくても、チラシを見るだけなら十分な機能が使えますが、お気

に入り登録など、より便利な機能を使うためには、無料会員登録が必要となります。

 
②それぞれのスーパーのWebサイトを見てみます　　

　・マルナカ

　　　http://www.sanyo-marunaka.co.jp/

http://www.shufoo.net/
http://www.sanyo-marunaka.co.jp/


　　新聞の折り込みチラシはここからも見ることができます。

　　「7日間限りの超特価！」など、セール商品も確かめることができるし、ボーナスポイントが

もらえる商品も一目でわかるようになっています。

 
　・ディオ

　　　http://www.e-dkt.co.jp/

http://www.e-dkt.co.jp/


　もともとスーパーディスカウントショップということで、価格がかなり低いので、あらため

てセールを宣伝したりすることは少ないです。電子公告もなかなかアップされないし、このサイ

トでは「大黒天感謝価格」を確認できる程度です。

 
　・天満屋ハピータウン・ハピーズ

　　　http://www.tenmaya-happytown.com/

http://www.tenmaya-happytown.com/


　このサイトからも折り込みチラシを見ることができます。ちなみに、先ほど紹介したShufoo!に
リンクしています。ハピーカードについても、利用方法や5倍デーを確認することができます。

また、5倍デーやお買い得日を一目で確認するのに便利なのが、月刊お買い物カレンダーです。

Web上にはありませんが、各店舗に掲示されているのでチェックしてみてください。

 
　・ハローズ

　　　http://www.halows.com/

http://www.halows.com/


　「低価格最善選」から、広告のようなものを見ることができます。今のセール商品を確認する

ときに便利です。

　また、ここでは安く食材を手に入れる、というテーマでしたが、ハローズのウェブサイトに

は「ハロー！クッキング」というのがあります。動画で教えてくれるのでわかりやすいと思い

ます。ここで料理法を学ぶのも良いですね。

 
 
食材をお得に手に入れる方法は以上となりますが、では、何を作ろうか、メニューを決めなけれ

ばなりません。メニューを決めたら、それの作り方を知らない場合は調べなければなりません。

そこで使えるのが、ご存じ、クックパッドです。

　　　http://cookpad.com/

http://cookpad.com/


使いたい食材、作りたい料理や目的を入れて検索すると、それに該当するレシピを探すことがで

きます。ユーザーやレシピ数が多く、一般的な主婦による投稿が大多数なので、手軽に作ること

のできるレシピばかりです。

レシピを載せるには、無料登録が必要となりますが、簡単に投稿することができます。

クックパッドの唯一の短所は、画像☆マークの箇所など、有料サービスが多いところです。特集

やランキングを見ようと思うと月学294円の有料登録が必要となります。

しかし、有料会員登録しなくても十分レシピを検索し、料理を楽しむことはできると思います。

 
 
食材をお得に入手し、料理を楽しんで、食費を抑える。料理の腕が上がる上に、節約になるなん

て一石二鳥ですね！みなさんも実践してみてください。



物を安くorタダで手に入れる

とにかく買い物を安く、できることならばタダで済ませることができれば、かなりの節約になる

はずです。この章では、そのような節約術を助けてくれるサイトを紹介したいと思います。

 
・価格.com
   http://kakaku.com/

 買いたい物を探し、どこで買うと一番安く手に入るかがわかるサイトです。実際に買った人の情

報や評価をもとにランキングも作られています。

　「売れ筋ランキング」「注目ランキング」「満足度ランキング」と、さまざまな視点からのラ

ンキングが掲載されているので、自分が重視する条件を優先することができます。

買いたい物が見つかったら、そのままAmazon、楽天市場、Yahoo!ショップやベルメゾンネットな

どで通販をで買うことができます。自宅に居ながら商品を比較し、買うことができるのは、とて

も便利です。

 
 
ものを安く手に入れるには、オークションで買うというのも一つの手です。ただし、オークショ

ンになれていない人はいきなり高額なものを買うのは危険なので注意したほうがよいでしょう。

また、必ず安価で手に入るという保証はありません。手間と時間、運も必要となるでしょう。

　・Yahoo!オークション

　　　http://auctions.yahoo.co.jp/

http://kakaku.com/
http://auctions.yahoo.co.jp/


　　　http://auctions.yahoo.co.jp/
　　日本最大のオークション市場で、新品、中古品、非売品までダントツの品揃えです。

　・楽天オークション

　　　http://auction.rakuten.co.jp/
　　個人出品の物からショップが提供している商品まで商品は幅広く、人気商品や新製品が見つ

かりやすいサイトです。

　　　

 
 
　最後に、物をタダで手に入れられるサイトを紹介します。(有料のものも多くありますが‥)
　・サンプル百貨店

　　　http://www.3ple.jp/
　企業から提供されてサンプル品や試供品を興味がある人に試してもらい、意見・感想を企業に

届ける、という仕組みで成り立っているサイトです。簡単な会員登録が必要ですが、たくさんメ

ールが届くわけでもないので、登録をためらう必要はなさそうです。

上にも書きましたが、かなり安くはなっているが有料のものも多くあります。無料のものも、ア

ンケートに答えてサンプラーというポイントのようなものをためなければなりません。アンケー

トは簡単なので、時間さえあればできると思います。無料のものは、「抽選・先着サンプル」か

ら探すことができます。あくまで抽選のものが多いので、1回の大きな期待をもつのではなく、根

気強く続けていく必要がありそうです。

 
 
 

http://auction.rakuten.co.jp/
http://www.3ple.jp/


生活をよりよくする

①食を楽しむためのWebサイト

　・食べログ

　　　http://tabelog.com/
　　エリア、キーワード、予算などを入力して検索すると、当てはまるお店が出てきます。基本

的に口コミの評価の高い順に並べられているので、単純に考えると上から順番に見てみればハズ

レはないはずです。写真・口コミ・メニューはユーザーからの投稿なので、今は違うかもしれな

いが、リアルな感想が聞けるので良い。地図はGoogleマップで出てくる。

 
　・Alike
　　　http://alike.jp/
　　エリア、キーワードなどを入力して検索すると、お店が出てきます。

　基本的に評価の高い順に並べられていますが、クリップ(お気に入りのようなもの)数順、予算順

に並べ替えることもできます。クーポンがあるかどうかも一目でわかり、お財布にも優しいサイ

トです。ユーザー登録しなくても、検索や絞り込みは不自由なく行えますが、ユーザー登録する

と気になるお店にクリップをつけることができます。地図はおなじみ、Googleマップで表示され

ます。

 
 
②病気になったとき

　一人暮らしをしていて、まだ慣れない地で病気になってしまったとき、かかりつけの病院が近

くにないと困ります。そんなときに使えるWebサイトが、Qlifeです。

　　　http://www.qlife.jp/

http://tabelog.com/
http://alike.jp/
http://www.qlife.jp/


 とても見やすいページで、病気になったりけがをしたときでも簡単に検索できそうですね。

 検索結果も、見やすく表示されます。アイコンで対応してくれる病気(糖尿病、花粉症、インフル

エンザなど)がわかるようになっています。また、口コミが充実しているのもこのサイトの良いと

ころです。口コミ数も検索結果に表示されているので、参考にして、良いお医者さんを選ぶ手助

けとなると思います。

 
 
③身の安全を守る

 事故や犯罪から身を守るために、ハザードマップを有効活用したいものです。ここでは岡山県限

定ですが、くらしの安全WebMapを紹介したいと思います。

　　　http://www.machi-info.jp/machikado/op-webmap/toppage.html

http://www.machi-info.jp/machikado/op-webmap/toppage.html


犯罪情報、交通事故情報、不審者情報、交通取り締まり情報が、地図上にカラーで示されます。

住所、警察署、小学校などで地区を検索できます。危険性が高いと表示された地区で気をつける

ことはもちろんですが、危険性の低い地区でも、気を緩められない世の中になっていると思い

ます。

他の都道府県でも警察がこのようなハザードマップを作っているところが多いと思うので、ぜひ

調べてみてください。



この章について

　「エンターテインメント」を辞書で調べてみると、「エンターテインメントとは、人々を楽し

ませる娯楽をいい、気晴らしや憂さ晴らしなどが類義語として挙げられており、娯楽性があり気

楽に楽しめるものを指すことが多い。」とあります。僕たちの時代は一言でエンターテインメン

トといっても様々なものがあります。昔ながらの演劇や絵画ばかりでなく、テレビやインターネ

ット、ラジオ、読書、テレビゲーム、映画など多種多様です。

　そこでここではインターネット上のエンターテインメントなＷｅｂサイトをいくつか紹介した

いと思います。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　担当者：　横山　達哉



Ｗｅｂで小説！！

　ここ数年で私たちのほんとのかかわり方はかなり変化しました。実際に書店に出向いて購入し

、直接本に触れてページをめくって読み進むという形式だけではなく、インターネット上で購入

したりまた無料で配信されているものをダウンロードして読むということも多くなりました。

　ここでは、無料の書籍を配信しているＷｅｂサイトをいくつか紹介します。

 
①    青空文庫

　著者の没後50年が経って日本国内において著作権が消滅した、明治から昭和初期の作品が蔵書

の大部分を占めています。外国語作品の翻訳や著者自身により無償閲覧の認められた現代の作品

もあります。ジャンルは政治から趣味まで幅広いですが、比較的文学作品（時代小説・探偵小説

などの娯楽作品も含む）が多いです。必ずしも著名な作品が全て揃っているとは言えませんが、

日本語作品に関しては相当充実してきていると思います。

　古くは森鴎外、夏目漱石、芥川龍之介など、近くは中島敦（1942年没）、太宰治（1948年没）

、林芙美子（1951年没）、宮本百合子（1951年没）、堀辰雄（1953年没）、坂口安吾（1955
年没）、高村光太郎（1956年没）、永井荷風（1959年没）などの作品があります。

　また、「青空文庫」には携帯でも読みたい人のために携帯でも読みやすくした携帯サイトや「

青空文庫」に掲載されている作品を読んでくれるWebサイトもあります。

・青空文庫　　http://www.aozora.gr.jp/

　

・携帯サイト　　　http://iaozora.net/　

http://www.aozora.gr.jp/
http://iaozora.net/


・読み上げサイト　　http://d-artisan.net/yell/

 
②ＦＣ２小説

　このＷｅｂサイトはパソコンや携帯からいつでも好きな時に無料オンラインで創作小説を読む

ことができ、読んだ後に感想を書いて評価する機能もあります。また、自分で小説を書いて投稿

することもできます。そのため、それを読んだ人からの感想も得ることができます。

・ＦＣ２小説　　http://d-artisan.net/yell/

http://d-artisan.net/yell/
http://d-artisan.net/yell/


 
③オンライン小説総合サイト　ＮＥＷＶＥＬ

　オンライン小説検索、投稿、ランキングを中心に情報を発信するサイトで、インターネットに

アクセスさえできれば、無料でネット上のフリー公開されている多数の小説を探す事ができます

。

・ＮＥＷＶＷＬ　　http://www.newvel.jp/

 
④魔法のiランド

　書籍化されたケータイ小説の出版情報のほか、続編、映像化情報、感想掲示板などの情報発信

が行われています。また、ケータイ小説の書き方、著作権についてなどを指南したメニューコン

テンツも用意されています。

 ・魔法のiランド　　http://ip.tosp.co.jp/

http://www.newvel.jp/
http://ip.tosp.co.jp/


 



WebでＭＵＳＩＣ！！

ここでは、Ｗｅｂ上のサイトで音楽を聞いたり音楽を作ったり、また、音楽を演奏したりできる

サイトを紹介します。

 
①Grooveshark
　世界中の音楽を検索、視聴できる音楽ストリーミング配信サービスで、ユーザーは1億5000万曲

以上の曲を無料で視聴することができます。会員登録をするだけで1億5000万曲以上に無料でアク

セスでき、その曲を自らのプレイリストに加える機能もあり、友達と共有する（SNS）ソーシャ

ルネットワークサービスも備わっています。

　http://grooveshark.com/

 
②ePiano.jp　　　VirtualDrumming.com
　ピアノやドラムをマウスやキーボードを使って実際に自分で演奏することができるサイトです

。マウスやキーボードを使うために操作しずらい部分もありますが、なかなかに楽しめるサイト

です。

・ePiano.jp　　http://epiano.jp/

http://grooveshark.com/
http://epiano.jp/


・VirtualDrumming.com　　　http://virtualdrumming.com/
 

 

http://virtualdrumming.com/


Ｗｅｂで漫画、雑誌を読む！！

ここでは、Ｗｅｂ上で漫画や雑誌が無料で読めたり購入したりできるサイトを紹介します。

 
①zassi.net　　　ZASSHi ONLINE　
　これらのサイトでは、週刊誌から女性誌やグルメ雑誌、旅雑誌やファッション雑誌まで多種多

様な雑誌が多数掲載されています。立ち読み機能もついていて、ほしくなったものは通信販売で

すぐ購入することができます。

・zassi.net　　http://www.zassi.net/

　　　

・ZASSHi ONLINE　　http://www.zasshi-online.com/

 

http://www.zassi.net/
http://www.zasshi-online.com/


②WEB漫画100　　　YAHOO!!BOOKSTORE
　「ＷＥＢ漫画１００」はオリジナルWebマンガ専門の検索エンジンです。 Web上でオリジナル

のマンガを公開しているサイトを検索すろことができます。「YAHOO!!BOOKSTORE」には、ジ

ャンプやマガジンに掲載されているような有名な漫画からまだあまり知られていないような漫画

まで、多数の漫画が掲載されています。立ち読み機能もついているので、通信販売で購入する際

にも内容をつかむことができるので便利です。

・WEB漫画100　　http://www.tim.hi-ho.ne.jp/manga100/　

　　

・YAHOO!!BOOKSTORE　　http://bookstore.yahoo.co.jp/

 

http://www.tim.hi-ho.ne.jp/manga100/
http://bookstore.yahoo.co.jp/


Ｗｅｂでゲーム！！

ここでは、Ｗｅｂ上で遊べるゲームが掲載されているサイトを紹介します。

 
①M's ONLINE GAME　　

　ここでは、常に最新の人気の無料オンラインゲーム情報を得ることができます。一部課金のあ

るものもありますが、人気の無料オンラインゲームランキングTOP10などもあります。人気のオ

ンラインRPG、無料MMORPGが中心となっていて、ランキングで人気の無料オンラインゲームが

一目瞭然で分かるようになっています。メールアドレスだけで登録出来る無料のオンラインゲー

ムや、低スペックPCでも遊べる無料ゲーム等がたくさんあるので誰でもずっと０円で遊ぶ事がで

きます。

　http://ms-onlinegame.com/

 
 
②SDIN無料ゲーム

　ここではオンラインゲームはもちろんですが、リバーシや将棋、大富豪などのブラウザゲーム

もたくさんあり無料で遊ぶことができます。大富豪や将棋は対人対戦もできるので、友達ともネ

ット上で大対戦したりすることもできます。

　http://sdin.jp/

http://ms-onlinegame.com/
http://sdin.jp/


 


