
利活用場面(Ｔ-１) 資料４　モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

1月18日 22時 ひとりで － 政治経済文化活動等の情報収集 電子メール － 使いやすい
配信を希望しているメルマガが、数ヶ月前から迷惑メールに区分され、直接配信されなくなった現
象が続き、疑問をもっている。

インターネット閲覧、検索 －

1月19日 22時 ひとりで － デジカメから写真の取り込み 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
水彩画のカルチャー教室では、時間内に仕上げまで出来ないので、デジカメで被写体の写真を撮
り、画像処理をして印刷したものを見て、自宅で思い通りに書き上げることができた。

1月20日 22時 ひとりで － ヘッドセットの送話不具合調整 その他 スカイプ
使おうと思ったが、
使えなかった

スカイプのマイクが正常でなく送話できない。PCの扱いには慎重を期すよう留意することとした。

1月21日 21時 ひとりで － ブログに写真を投稿 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
同じ趣味をもつ友人から、自作絵画の出来具合を良く評価され、今後の絵筆扱いの糧ともなり、気
分よい。

1月22日 21時 ひとりで －
友人に詩吟教室応募を勧める為の文
書作成

文書作成、表計算 － 使いやすい
パソコンは、記録を確実に伝達できるまったく凄い文明の利器。いろいろな機能を持つパソコンを、
熟年者みんなが利活用しないのは、個人、国家社会の“損“と、私は心得ている。

画像編集、音楽再生 －

1月23日 17時 ひとりで － 音楽鑑賞の施設探し インターネット閲覧、検索 － 使いやすい 台湾旅行での音楽鑑賞についてインターネット検索した。台湾大学交響楽団の講演が楽しみ。

1月24日 10時 ひとりで － メール 電子メール － 使いやすい
80代の老人が靖国神社で中国人に暴行を受けた事件は許しがたい。中国人意識、民族意識の教
育をうけていることによる敵愾心の行動だと思われる。極めて残念な出来事である。

1月25日 20時 ひとりで －
新聞、インターネットで珍しいニュース
を知る

インターネット閲覧、検索 － 使いやすい
珍しいニュースを即刻閲覧できた。子供、高齢者も、自由に気軽にPCが活用できたらよいなと思
う。

1月26日 20時 ひとりで － 自分で描いた絵をブログへ投稿する 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 概ね順調に扱えた。

1月27日 10時 ひとりで － ホームページへ投稿する為 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 1.投稿した写真は、パソコン画面では明度調整が不都合。2.この記録用紙は、極めて扱いやすい。

インターネット閲覧、検索 －

2月2日 14時 ひとりで － 出会いの思い出を保存する。 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
中国の毒物被害の再発に強い憤りを持つ。情報検索を円滑化し、国の危機管理意識の更なる強
化をはかることを痛感する。善隣国との友好交流は、相手国の子供たちとも親しく接する配慮も大
切とこころしたい。

2月3日 14時 ひとりで － 写真の投稿、情報交換。 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
コピー、貼り付けなどパソコンの機能活用を充実したい。パソコンの動作が鈍くなると　デフラグ・デ
スククリンアップの操作をして、円滑動作を心がけている。

2月4日 14時 ひとりで － 情報収集 画像編集、音楽再生 － 使いやすい

このたびの国民意識に関する新聞報道を私は重く受けとめている。長野オリンピックで優勝した日
本人女性選手の国歌斉唱の際の態度を思い出した。2位3位の外国人選手は、胸に手をあて優勝
国への儀礼を尽くしているのに、優勝者本人は、帽子をとらず、君が代も唱えることなく、唯 あっけ
らかんとしていた。この選手は“国民の誇り”など果たして自覚しているのだろうか。

インターネット閲覧、検索 －

2月5日 22時 ひとりで － 友人の舞台の写真印刷とＤＶＤ化。 画像編集、音楽再生 － やや使いやすい
パソコンの機能は、あらゆる場合の意思の伝達に多大な役割を果たしている。
ホームページ、ブログ等の利活用となれば、益々便利である。熟年者が気軽にパソコンに取り組め
るよう、行政の配慮が望ましい。

文書作成、表計算 －
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利活用場面(Ｔ-２) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能)
(その他
の場合)

使いやすさ 感想(要約したもの)

1月21日 9時 ひとりで － 電子メール － 使いやすい
メールをチェックしたら3通着信していた。（Outlook Express)
パソコンサークルのHPを開き、写真掲示板をチェックした。

インターネット閲覧、検索 －

1月21日 20時 ひとりで － 文書作成、表計算 － 使いやすい

23日の午前中、エクセル、午後はワードの講習会がありサブトレーナーを務めるので、テキストを読ん
で予習した。はじめてのエクセルでは差し込み印刷。どんな対応してよいのか不安だが、しっかり勉強
したい。トレーナーと担当する受講者2名、あわせて3名に手渡す名刺（ワードA1で作成したもの）を印
刷して準備をした。

1月21日 22時 ひとりで － 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
どの写真を使おうかな、と考えながらパソコン教室の写真の取り込み、縮小した。ブログのためとモニ
タ調査記録のため。Jtrimは使いやすい。

1月22日 10時 ひとりで － 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
先日、娘がネットショッピングで購入してくれた「ブーツ」が届く。暖かそうなブーツで、寒いからと心配を
して購入してくれた娘に感謝。嬉しいので記念に撮りました。

電子メール －

インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －

1月22日 13時 ひとりで － 文書作成、表計算 － 使いやすい
ワードとエクセルを使った「はがき宛名差し込み」のテキスト予習をする。テキストがあってほんとうに
良かった。

電子メール －

1月23日 9時 複数で
パソコンサー

クル
講習会に参加 文書作成、表計算 － 普通 早朝９時より、「はがき宛名差し込み」の予習会あり。久し振りに3.5インチフロッピーを使用する。

月 日 時 複数
パソコンサー

講習会に参加 文書作成 表計算 普通
午後、「ワード入門」の講習会。次回の「ワードで名刺」作成の見本として、自分の名刺を持って行き、
受け持 名 受講生に差しあげる と も喜ん くれ次回 名刺作成を楽しみにし ますと伝え1月23日 13時 複数で

パソコンサ
クル

講習会に参加 文書作成、表計算 － 普通 受け持つ２名の受講生に差しあげる。とても喜んでくれ次回の名刺作成を楽しみにしていますと伝え
られ、とても嬉しい。

1月23日 22時 ひとりで － ブログに写真投稿 画像編集、音楽再生 － 使いやすい

電子メール －

1月24日 8時 ひとりで － メール確認 電子メール － 普通
昨日の講習会トレーナーより２通のメールとお友達から１通のメールを受信。健康を気遣っての優しい
メールでした

インターネット閲覧、検索 －

1月24日 19時 ひとりで － メール確認 電子メール － 普通
太極拳の合間の「ラップ体操」が寒さで硬くなった身体を暖めてくれる。使い終われば捨ててしまうラッ
プの芯も、健康器具へと変身。腰痛、肩こりも楽になる。ネットクラブのお友達にも教えてあげようかし
ら

1月24日 23時 ひとりで － 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 写真を慣れないVistaのピクチャに保存が出来るようになりました。

電子メール

インターネット閲覧、検索

1月25日 10時 ひとりで － メール送受信 電子メール － 使いやすい
事務局よりメール受信。昨夜メールを送ったお返事とお礼のメール。朝の忙しい時間に、行き届いた
ご配慮と優しいメールがとても嬉しい。

1月25日 13時 ひとりで － カードを送る 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 素敵なカードが選べました。

電子メール －

インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －

1月25日 21時 ひとりで － 経路検索、写真整理 インターネット閲覧、検索 － 使いやすい マイピクチャーに写真のフォルダ管理をして、沢山たまるとCDにコピーして、大切に保存します。

電子メール －

画像編集、音楽再生 －

1月26日 5時 ひとりで － 経路検索、写真整理 インターネット閲覧、検索 － 使いやすい

1月26日 23時 ひとりで － 写真の取込み、写真投稿 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
いつも同行してくださる方のアドバイスを受け、写真の奥行きを出したが、思うように撮れない。「綺麗
だと思ったら、素直な気持ちで撮りなさい」のアドバイスを忘れないよう、心がけて写真を楽しみたい。

電子メール －

インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －
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利活用場面(Ｔ-２) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能)
(その他
の場合)

使いやすさ 感想(要約したもの)

1月27日 9時 ひとりで － 家電量販店の営業時間を調べる インターネット閲覧、検索 － 使いやすい

1月27日 23時 ひとりで － 写真の取り込み 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 子供が学生の頃は、お弁当の写真もよく撮りました。記録の写真が無くなって、とても残念です。

画像編集、音楽再生 －

インターネット閲覧、検索 －

1月28日 9時 ひとりで － メール確認、インターネット閲覧 インターネット閲覧、検索 － 使いやすい
楽しみにしているパソコンサークルのホームページ。「掲示板」は、会員の方々の写真投稿がとても楽
しみです。時々私も投稿し楽しんでいます。

電子メール －

1月28日 23時 ひとりで － メール送信 電子メール － 使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

1月29日 9時 ひとりで － メール確認、インターネット閲覧 電子メール － 使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

1月29日 20時 ひとりで － 写真の取込み、画像編集、CD作成 画像編集、音楽再生 － 使いやすい

1月30日 9時 ひとりで － 写真の取込み、画像編集、CD作成 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 梅の花の加工をしてみました。Jトリムで加工・スポットライト使用。

1月30日 22時 ひとりで － インターネット閲覧、検索 － 使いやすい
前日29日PM10時よりNHK3チャンネル「趣味悠々」「パソコンABC・ソフトを使ってみよう」を見た。中高
年の方がペイントを使って楽しそうに絵を描いていたので、真似をして描いてみた。とても楽しい。

電子メール －

画像編集、音楽再生 －

1月31日 9時 ひとりで － 電子メール － 使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

1月31日 21時 ひとりで － インターネット閲覧 検索 － 使いやすい Vistaからブログを開きました。画像の美しさに驚きました。1月31日 21時 ひとりで インタ ネット閲覧、検索 使いやすい Vistaからブログを開きました。画像の美しさに驚きました。

電子メール －

文書作成、表計算 －

画像編集、音楽再生 －

2月1日 9時 ひとりで － インターネット閲覧、検索 － 使いやすい

電子メール －

画像編集、音楽再生 －

2月2日 23時 ひとりで － 画像処理 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
葛西臨海公園内で「和蝋梅」の花をスーパーマクロで撮ってみた。「バックのぼかし」を只今特訓中。
大きさ2816×2112の写真をJトリムのソフトを使って400×300にトリミングした。

オンラインゲーム －

インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －

画像編集、音楽再生 －

2月3日 13時 複数で 友人と 画像再生 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 遊びに来た友達が、見たことも無い「ささら獅子舞」の写真を見て感動していました。

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －

2月3日 23時 ひとりで － 画像処理 画像編集、音楽再生 － 使いやすい 温かな「鍋料理」。楽しい会話をしながらいただく食事は、特別に美味しい。
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利活用場面(Ｔ-３) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

1月21日 20時 ひとりで － メール送受信 電子メール － 普通 メールは、送信がなくても受信があるかもしれないので、毎日8時ごろ見ている。

1月22日 11時 ひとりで － 名刺作成 文書作成、表計算 － 普通
私の名刺を作成。絵柄を入れる為、クリアシートの挿入を利用、写真はマイピクチャーから。クラブ
のロゴマークは、ＣＤの保存データを利用した。

画像編集、音楽再生 －

1月22日 20時 ひとりで － ブログに写真を投稿 画像編集、音楽再生 － 普通 友人、知人からのメールが楽しみ。返信も必ずしています。

電子メール －

その他 ブログ更新

1月23日 20時 ひとりで － メール送受信、写真投稿 電子メール － 普通
メールは、電話よりも時間が有効に使える。急用でない限りＰＣに入れておき、好きな時に見れる
のがいい。ＨＰに写真（今朝の雪）を投稿したが、サイズが小さくて見づらい。

画像編集、音楽再生 －

1月24日 11時 ひとりで － 自分のブログへ写真を更新 画像編集、音楽再生 － 普通 「カメラ同好会」へ行く前に、急いで雪景色の写真2枚撮ったうちの1枚を投稿。

1月24日 20時 ひとりで － メールの送受信 電子メール － 普通

1月25日 21時 ひとりで － 自分のブログを更新 画像編集、音楽再生 － 普通 連日寒い日が続いているので、食事に「おでん」を作って私のブログに投稿する。

1月31日 20時 ひとりで － 写真の取り込み 画像編集、音楽再生 － 使いやすい
「カメラ同好会」の会合でカメラの使い方を教えていただいたので、試し撮りしてマイピクチャーに入
れてＰＣで見た。

2月1日 19時 ひとりで － インターネット閲覧、検索 － 普通
・花の名前を調べるのに「花の名前小図鑑」を度々利用してる。色別になっているので調べ易い。
・調布の百草園の現在の状況と電話番号、行き方と運賃を調べた。

その他

2月2日 15時 ひとりで － 漢字検索 その他 使いやすい
ブログの文章を書く時、わからない漢字は、ＩＭＥパッドの手書きを利用して調べる。。辞書をひくよ
り簡単で、重宝している。
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2月2日 21時 ひとりで － ＴＶ番組の旅情報の検索 インターネット閲覧、検索 － 普通
ＴＶの旅番組を見て、旅の格安でお得な情報を知り、即ネットで検索。納得したが、格安ではないの
で迷った。

2月3日 13時 ひとりで － 写真投稿 画像編集、音楽再生 － 普通 パソコンサークルのＨＰに、2/1に行った百草園の写真を投稿する。

2月3日 20時 ひとりで － ブログ更新 画像編集、音楽再生 － やや使いやすい 私のブログへ節分の写真を投稿。
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利活用場面(Ｔ-４) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

1月21日 22時 ひとりで － メール、ブログ閲覧、講習会予習 電子メール － 今日は午前中にメールの確認ができなかったので気になっていた。

インターネット閲覧、検索 －

その他 テキスト印刷

1月22日 21時 ひとりで － 電子メール － 普通
明日の予習会や講習会の為、久しぶりにワードを開いて勉強した。
予習会はエクセル、苦手なので不安。途中から解らなくなってしまった。
ワード入門は順調。

インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －

1月23日 9時 複数で
15～16人くら

い
講習会のサブトレーナー 電子メール － やや使いにくい

パソコンが古いので、使いづらかった。立ち上がりが遅く、苛立つ。
エクセルの住所録にハガキ差し込み印刷は、解りづらい。見学でよかったと思う。
ワード入門では、二人のうち一人が文字入力がたどたどしく、休憩時間返上で入力する。一生懸命なの
で、私も頑張ろうと、力をもらった感じ。

インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －

1月24日 7時 ひとりで － 旅行を考えている為 電子メール － 普通 菜の花情報は、数年前のものばかりでがっかり。（伊良湖周辺）
インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －

1月27日 10時 ひとりで － ブログ編集のため 電子メール － 普通
ブログにアップすると同時に、表紙も替えた。なかなか思い通りの表紙が見つからない。自分で表紙を
作ってみたいが・・・・・・。

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －

1月28日 8時 ひとりで ブ グを見るため 電子メ ル 普通 友人のブ グに メントする メントにも写真が入るといいと思う1月28日 8時 ひとりで － ブログを見るため 電子メール － 普通 友人のブログにコメントする。コメントにも写真が入るといいと思う。

インターネット閲覧、検索 －

1月29日 父の介護のため
使おうと思った
が、使えなかった

パソコンは一日中、使わなかった。（使えなかった。）
趣味のビーズフラワー作りに集中する。ついでにアクセサリーも作ってみた。

1月30日 7時 ひとりで － 電子メール － やや使いやすい
メールの送受信、久しぶりに学生時代の友人からメールが入って、うれしい。
写真をパソコンに取り込む。
友人にブログのアドレスをしらせる。

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －

1月31日
携帯をパソコン代わりにメールをする。
パソコンを使いたいが、落ち着いた時間がなくて使えなかった。

2月1日 14時 ひとりで － 電子メール － 使いやすい
今日からカルチャー教室の始まり。見学に行く。講師は元高校の校長先生。さすが、教え方が違う。受講
生の笑い声が印象的。メイントレーナーの教え方と、受講生の反応が勉強になった。

インターネット閲覧、検索 －

2月2日 6時 ひとりで － 写真をブログにアップロードする為 電子メール －
法蔵院の水仙を撮りに行く。数人のカメラ好きの男性が、三脚を立てて、動いてくれないので、ウロウロ
行きたくないところをブラブラして、どいてくれるのを待つ。

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －

2月3日 9時 ひとりで － 講習会の予習 電子メール － やや使いやすい

雪の中、写真を撮りに行く。出来の悪い写真ばかりでがっかり。
ワードで名刺作りの予習をやってみる。ロゴや写真を入れて、出来上り。
問題なし。マイドキュメントに保存。
水仙のギリシャ神話を検索。

インターネット閲覧、検索

文書作成、表計算

画像編集、音楽再生
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利活用場面(Ｔ-４) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

2月4日 6時 ひとりで － メル友との会話 電子メール － 使いやすい
早朝、メル友の一人から、メールあり。病院受診後の会う約束。ホームページの作り方を教え
てくださるよう頼む。
午後、カルチャーセンターに見学に行く。

インターネット閲覧、検索

2月5日 5時 ひとりで － 電子メール － 使いやすい
メールの確認だけした。
迷惑メールの多さにうんざり。アドレスを変えることを考える。

2月7日 12時 ひとりで － 講習会 電子メール － やや使いにくい
名刺作成の講習会。
出来上った名刺に住所のミスをみつける。後日、私が作成しなおし、届けることにする。
休憩なしで受講生も一生懸命皆に追いつこうと頑張ったのに、ミスをみすごし、申し訳なさで一杯。

文書作成、表計算

2月8日 6時 ひとりで － 電子メール － 使いやすい

住所に入力ミスがあった名刺のかわりに、朝からテキスト通り、ロゴや画像を入れて、作成。プリンターが
故障で工場行きのため、プリント出来ず、友人に依頼してプリントを２シート分頼む。
サブトレーナーとしてお手伝いした受講生からお礼のメールがあり、それからも何度も写真を添付してく
ださったり、メールの交換が始まっている。うれしい。

文書作成、表計算

画像編集、音楽再生
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利活用場面(Ｔ-５) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ

1月24日 10時 ひとりで － ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの順序。写真送信。 その他 メーカに問合せ 使いにくい

1月24日 16時 ひとりで － ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの順序。写真送信。 その他 メーカに問合せ 使いにくい

1月25日 15時 ひとりで － メールの確認 電子メール － 普通

その他

1月26日 18時 ひとりで － メールの確認 電子メール － 使いやすい
1月27日 20時 複数で 妻 メール送受信、情報確認 電子メール － やや使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

1月28日 10時 ひとりで － メール確認、情報収集 インターネット閲覧、検索 － 使いやすい

電子メール

1月28日 19時 複数で 孫 PC活用報告入力 文書作成、表計算 － 使いやすい

1月29日 10時 ひとりで －
メール。住所録整理。年賀増当選
番号検索

インターネット閲覧、検索 － 使いやすい

電子メール －

1月29日 20時 複数で 妻 メール 使いやすい

1月30日 21時 複数で 妻 メール。感想を送る。 電子メール － 使いやすい

文書作成、表計算 －

1月31日 20時 ひとりで － 日記の入力 文書作成、表計算 － 使いやすい

インタ ネ ト閲覧 検索インターネット閲覧、検索 －

2月1日 10時 ひとりで － 日記作成とメール確認 電子メール － 使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －

2月1日 21時 ひとりで － メール確認、掲示板を見る 電子メール － 使いやすい

2月2日 23時 ひとりで － メール確認、掲示板を見る 電子メール － 使いやすい

2月3日 12時 ひとりで － 写真印刷。メール、掲示板を見る 画像編集、音楽再生 － 使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

文書作成、表計算 －

2月3日 20時 ひとりで － メール、掲示板をみる。 インターネット閲覧、検索 － 使いやすい

文書作成、表計算 －

画像編集、音楽再生 －

2月4日 17時 ひとりで －
メール。写真印刷。地図検索と印
刷。

画像編集、音楽再生 － 使いやすい

電子メール －

インターネット閲覧、検索 －

2月5日 14時 複数で
PCサークル
のメンバー

Vistaで連名の差し込み印刷をする 文書作成、表計算 － 使いやすい

2月5日 21時 ひとりで － メール確認 電子メール － 使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －

2月6日 17時 複数で 妻 俳句作り 文書作成、表計算 － 使いやすい

電子メール －

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －

2月7日 18時 複数で 妻
掲示板、メール確認。活動報告作
成。

電子メール － 使いやすい

インターネット閲覧、検索 －

画像編集、音楽再生 －
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利活用場面(Ｔ-５) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

感想(要約したもの)

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ順序を五十音順に改善してもらいたい。
写真送信の問合せと解決に一日拘束された。

長時間PCに向かい疲れた。ノートPCはもち歩きができて便利。

ユビキタス次代の到来が人類にとって本当に幸せか、と問いかけるメルマガのレポートに興味を覚えた。
写真のデジタル技術の進歩に驚いている。

友人のHPにある自分の掲示板に、知らない人から写真を投稿され、コメントに思案中。これが楽しいかどう
か自身は疑問。

各分野で横文字が多用され、辞書が無いと意味がわからないことが多い。PCの分野では特に激しい。な
ぜ初めから日本語を使用しないのか不思議でならない。

ITの発達は様々な情報を流し人類に不幸をもたらすことが多い、PCや携帯を使わないでも生活に不便は
無いと言う友人の見解。自分もPCをやる前は不便を感じなかったのは確かである。

ITproEXPO2008に行った。専門的で理解できなかったが、携帯電話が地上デジタルの分野まで拡大してい
ることに感心し、今後PCと携帯が生活にどう関わるか考えさせられた。

商品購入のためユーザー登録したら、数社から色々なメールが届き、苦慮している。

ワンセグの説明を聞いたが、バッテリ容量が充実しなければ本当の実用は無理と思えた。

叔母の老人ホーム入所手続きに行った。老人ホームに初めて入って戸惑いを覚えた。

大雪のため外出せず。乃木将軍についての小説を読み比べ、実在の人物であっても人によって評価が異
なることに興味を覚えた。

長年使用している９８には色々な画像処理ソフトが入っていて、操作も慣れているため失敗が無く使いやす
い。Vistaはまだ使いこなせていない。

PCサークルでは色々楽しみながらみんな真剣にPCと向き合っているが、老人ホームなどでは不自由な身
体に苦しむ同年輩の方がいる。なぜこんなに差がついてしまうのか、考えさせられた。

俳句や短歌では、横文字は稀にしか使わないが、IT関連分野では横文字の連続。両極間を右往左往しな
がら、活動報告を書いている。

インターネット検索は、生活に関わる全ての言えるほどのことが解り、我が家の大百科事典的存在となって
いる。今ではPCのない生活は考えられなくなっている。
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利活用場面(Ｙ-１) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

1月9日 10時 ひとりで － 書類作成 文書作成、表計算 － 普通 文書の内容を考えるのに時間を費やしたが、ソフトとしての使い勝手は悪いとは思わない

1月9日 11時 ひとりで － フラッシュ作品作成 画像編集、音楽再生 －
やや使いに
くい

フラッシュ作品制作に取り掛かっているが、中々難しくて進まない。まとまった時間がないせいか、
落ち着いて出来ない。

1月9日 12時 ひとりで － メール確認、インターネット閲覧 電子メール － 普通
メールの受信確認と不要メールの削除など、メールの整理作業。フラッシュ作品制作はストーリー
構成が全て。

1月9日 21時 ひとりで － プリンター接続トラブル対応 インターネット閲覧、検索 －
やや使いに
くい

プリンターが作動しない。サーバーを認識しているかどうかの確認が出来ていなかった。プリンター
を移動使用した時にプリントサーバーのIPアドレスが変わっていたことがわかった

1月9日 23時 ひとりで － フラッシュ作品作成 インターネット閲覧、検索 － 普通 作品投稿できるレベルまで頑張ろう！

その他 確認修正

1月10日 10時 複数で PCｻｰｸﾙﾒﾝﾊﾞｰ ヤフーのトップページの説明 インターネット閲覧、検索 － 普通
サークルメンバーの一人にトップページ機能について教えて欲しいいわれ、家に出向いて、分かる
範囲で教える。機能そのものは同じなので、使い難いとは思わない。

1月10日 13時 複数で 講習会参加者 ＩＴリーダー講習会に参加 その他 普通
ITリーダー養成講座を受講した人が、リーダーとして積極的に活動している様子はない。単に自分
のスキルを上げるために留まり、意識面でも積極的にリーダーとして習った事を伝えていこうとする
受講者は少ない。意識革命に時間をかける事が必要だと思う。

1月10日 21時 ひとりで － フラッシュ作品作成 画像編集、音楽再生 －
やや使いに
くい

フラッシュ作品作成は、操作技術、知識、感性、ストーリーの組み立て・・・沢山の事を習得しないと
なかなか難しい。このソフトのサポートは初歩の人には不親切に感じる。

1月11日 10時 ひとりで － 宛名印刷(封筒） 文書作成、表計算 － 普通
Wordの宛名印刷ウィザードは差し込み印刷との関連から枠付きフォームが設定されるが、白紙が
選択される項目もあってよいのではないだろうか。

1月11日 13時 複数で 講習会参加者 ＩＴリーダー講習会に参加 その他
ＩＴリーダー養成講座

普通
受講料無料の講習で、講師もとても解り易く講義を進め、テキストも解り易い。知識を得る事だけを
目的に受講するのではなく その知識を知らない人に教え 広めていくボランティア精神も同時に1月11日 13時 複数で 講習会参加者 ＩＴリーダー講習会に参加 その他

受講
普通 目的に受講するのではなく、その知識を知らない人に教え、広めていくボランティア精神も同時に

学んで欲しい。

1月11日 20時 ひとりで － 講習受講申込 インターネット閲覧、検索 － 使いやすい
Web作成講座を申し込む。中部情報化センターのホームページについて、indexからの各ページへ
のリンクにイラスト等も使用したほうがいいように思える。

1月12日 14時 ひとりで －
フラッシュメモリーからCD-Rにコ
ピー

その他 CD-Rにコピー 使いやすい
フラッシュメモリーの使い方は簡単で安易に利用できる。DVDももっと簡単に利用できればいいの
だが・・・。

1月12日 16時 ひとりで － ウィルススキャンのため その他
ウィルスバスターでス

キャン
使いにくい

ウィルスバスターインストール後はパソコンの誤動作が多すぎる。明らかにウィルスバスターが原
因している。今後削除し契約解除する事にした。

1月13日 15時 ひとりで － エクセル表計算 文書作成、表計算 － 普通 表計算はとても重宝している。町内会の会計処理がとても楽になった。

1月14日 16時 ひとりで － メール確認 電子メール － 普通
Outlook Expressは、メールソフトとしては使い勝手が悪いとの話を聞くが、常時使用している私に
は、それ程使い勝手が悪いとは思わない。

1月14日 20時 ひとりで － フラッシュ作品作成 画像編集、音楽再生 － 使いにくい 1時間頑張ったがストーリーがまとまらなくて。中途で止める

1月15日 15時 ひとりで － メール・フラッシュ作品制作 画像編集、音楽再生 － 使いにくい

1月15日 20時 ひとりで － 日記入力 文書作成、表計算 － 普通

1月16日 20時 ひとりで － メール送受信、日記入力 電子メール － 普通

インターネット閲覧、検索 －

その他 DVD-Rドライブ

1月17日 10時 複数で PCｻｰｸﾙﾒﾝﾊﾞｰ アップデート その他 アップデート 普通

1月18日 20時 ひとりで － メール確認 文書作成、表計算 －

電子メール －

1月19日 13時 複数で 妻 写真印刷操作 画像編集、音楽再生 － 普通

1月19日 16時 複数で 妻 ウィルスソフトの情報収集 インターネット閲覧、検索 － 普通

電子メール －

その他 スカイプで情報交換

1月20日 20時 複数で スカイプの観光案内での利用 その他 スカイプ 普通

1月22日 10時 ひとりで － 日記 文書作成、表計算 － 普通

1月22日 12時 複数で 講習会参加者 ＩＴリーダー講習会に参加 その他 web作成手法を受講 普通
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利活用場面(Ｒ-１) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

1月14日 ひとりで － －

1月15日 － －

1月16日 11時 ひとりで － 家内に依頼された 文書作成、表計算 － やや使いやすい

ワープロは、現職時代より使用していたので、操作方法は覚えていて、簡単に文書作成できた。ワープ
ロ使用不能の事態に備え、パソコンにも名簿を入力しておこうとWordで名簿表を作成する。パソコン相
談・その他講習会での学習が大変役立っていると思う。まだ全体のレイアウト等十分に満足するもので
はない。

1月16日 13時 複数で
講習会参加

者12名
講習会・・・地域ITリーダー養成講座 その他 － 使いにくい

講習内容は、1.印刷プレビュー　2.ページ設定　3.改ページプレビュー　4.印刷。
講習後半になり操作方法の理解が困難になった。テキストを参考にし、後日習得することが必要と思
う。

1月17日 10時 ひとりで － 家内に依頼された名簿の補充と修正 文書作成、表計算 － 普通
テキストボックスの書式設定の理解不足が主因で外枠と文字のバランスが少し悪いまま終了した。再度
学習するつもり。

1月18日 10時 ひとりで － 写真加工･･･肌色の補正 画像編集、音楽再生 － やや使いにくい
月刊誌デキシャバ1月号記事「肌色補正」を実行してみようと思った。小生のソフトは以前のバージョンな
ので、記事内容そのままの補正は半分位の方法しか実行できなかった。画像加工では色彩等は個人
の好みであり、何が正解なのかわからないと感じた。

1月19日 － －

1月20日 15時 ひとりで －
モニター調査定時写真報告の為の
作業

画像編集、音楽再生 － 使いやすい

画像のCDコピー作業は何回も行っているので、スムーズにできた。ただファイルの順番が撮影日時ど
おりになっていない箇所が見られたが、順序を入れ替える方法がわからず、そのままにしていた。今ま
では、順番が正しくなければならないという必要性がないこと、日時は、カメラ付属ソフトで容易に知るこ
とは可能なので、順番の入れ替えを行うことをしなかった。
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利活用場面(Ｒ-２) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

1月14日 21時 ひとりで － おたのしみ 電子メール － 使いやすい
雛形メールは、メール友達同士では楽しさと手軽さで使っている。時々はワードでインターネットからダ
ウンロードしたイラストを自分流に並べて作り、メール送信することもある。

1月15日 20時 ひとりで － おたのしみ その他 カレンダー作り 使いやすい
公民館のパソコン相談員さんが「ワードのカレンダーウィザードを使うと簡単にできますよ」といわれ作っ
た。本当に簡単だった。友達にも教えるつもりだ。便利な機能が備わっているのだから色々教えてもらっ
て楽しみたい。

1月16日 13時 複数で
IT講習受講者

12名
パソコン講習受講 文書作成、表計算 －

表印刷の便利な機能が備わっているのに驚いた。わかりやすい講習でした。ワードでの表作成よりはエ
クセルの機能をマスターしたいと思ったが、1週間後にはどれだけ記憶にとどまっているやら。講師の先
生が資料を作ってくださったので、明日は復習をしなくちゃと思っています。

1月17日 20時 ひとりで － パソコン講習の復習の事前準備 文書作成、表計算 － 使いやすい
昨日のIT講習（エクセルの便利な印刷機能）の復習するのに、筆グルメの住所録を復習用データーに
使ってみることにした。筆グルメの住所録をエクセルに保存した。初めてのことだったけど1人でできたの
で、自分なりに満足した。

1月18日 16時 ひとりで － パソコン講習の復習 文書作成、表計算 － 普通
IT講習(エクセルでの便利な印刷機能)の復習をした。講習会場では、「本当に便利だ」と感じ入ったのだ
が、1人ですると四苦八苦で。マスターすれば便利な機能だと思ったが、私の生活ではあまり使うことが
ないので、忘れるのが早いだろうなー。残念、もっと若い頃にパソコンに会いたかったと度々思う。

1月19日 11時 ひとりで － 白菜を使った料理のレシピをみるため インターネット閲覧、検索 － やや使いにくい

インターネットは、高速がつながらないので、やはり手間がかかる。
主人が3分クッキングをテレビでみて「おいしそうだった」といっていたので、新メニューを開発する為、暇
つぶしぐらいの気持ちでやってみた。開けてみると楽しくて、今週以前の分まで開いて時間が過ぎてし
まった。

1月19日 21時 ひとりで － 寒中見舞と近況お知らせ 電子メール － 使いやすい

私が69歳でPCを購入した頃、Mさんは75歳(現在の私の年齢)。私に色々教えてくださったMさんは今体
調を崩されている。体調に左右され、以前ほどPCを楽しむことが出来ない。高齢になると色々障害が出
てくるので、障害があっても使える機種を広く宣伝して欲しいと思う。Mさんは今でも私の師匠なので、
メールでお付き合いを楽しんでいる。

1月20日 19時 ひとりで － メール友達に尋ねられたから その他
メールのあて先

表記
使いやすい

友人からメールのあて先の表記「○○○○様」の仕方を尋ねられた。パソコンを開いて自分で確かめな
がら説明した。折角、あて先を開いたので、○○「様」を優しい感じのする「さま」に入れ替えた。
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利活用場面(Ｒ-３) モニター調査利活用記録における利活用場面の概要

日付 時間帯 誰と (複数の場合) なぜ 内容(使った機能) (その他の場合) 使いやすさ 感想(要約したもの)

1月14日 9時 ひとりで － ブログを更新 画像編集、音楽再生 － やや使いにくい

冬とは思えないお天気にカメラを持って出たら、万両がたわわに実っていて驚いて写した。去年の
夏から中断してたブログを更新した。パソコンが古くなってきたのかインターネットの立ち上がりが
遅い。私が利用しているｊｕｇｅｍは、写真が100キロバイトで丁度良い大きさにするのが色によって
も違ってくるので面倒なときもある

1月14日 16時 複数で 友人と二人で ワードの復習 文書作成、表計算 － 普通
3年程パソコンを使っていなくて忘れたという友人Ｕさん宅でパソコンの使い方を一緒に復習した。
練習するうちに少し思い出したようだ。言語バーやツールバーが表示できないところもあるので、復
元してあげた。メールをやり取りするために私のアドレスにテスト送信した。

電子メール －

1月14日 20時 ひとりで － 川柳同好会の会誌に送る為に 文書作成、表計算 － 使いやすい 昨日の句会の句を会誌に1人一句載せる為パソコンで打つ。

1月15日 9時 ひとりで － メールチェック 電子メール － 使いやすい
義妹からのメールに返信。お互いにケーキを焼くのが趣味で楽しい。ケーキ教室に通っている義妹
からの情報で、新しいケーキに挑戦することができる。

1月15日 13時 複数で 7名 公民館パソコン相談のサポート 文書作成、表計算 － 普通
私は画像の切抜きの相談を受けたが、ペイントで切抜きが出来る事を忘れていた。先生のアドバイ
スで切抜きはできたが、画像の移動ができず、Mさんに説明を聞いて理解できた。今日は一つ新し
いことを覚えることができた。

画像編集、音楽再生 －

1月15日 20時 ひとりで －
川柳のホームページを閲覧、課題
「洞窟」を検索

インターネット閲覧、検索 － やや使いにくい
急に川柳を3句投句するように言われ、「川柳つくばね」を開いてみる。発想の参考になって楽し
い。今回の課題「洞窟」に悩んでヤフーで調べたら、世界遺産になった石見銀山の洞窟のことが出
ていたので、ここから作句した。

1月16日 9時 ひとりで － 友人にメールを送る 電子メール － 使いやすい
川柳をはじめたばかりのＵさんの句を添削してメールで送る。うまくメールを見ることができたか、あ
とで電話して確認する。
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電話 確認する。

1月16日 16時 複数で
講習会ﾒﾝﾊﾞｰ

12名
地域ＩＴリーダー養成講座 文書作成、表計算 － 使いやすい

「エクセルの印刷機能」初めて学ぶことが多くて充実した講座で会員も大変喜んだ。パソコンの機
能を理解していないことを痛感した。今回の講習で、印刷タイトルの設定や縮小印刷はすぐに役立
つと思った。

1月16日 20時 ひとりで － I先生にメール。日記を打つ。 電子メール － 使いやすい
今日の講座のデータをI先生に送っていただくよう、お願いのメールを打つ。その後、今日のおおよ
そのことをワードで打った。

文書作成、表計算 －

1月17日 9時 ひとりで － ネットで買い物。ブログ更新。 インターネット買物、取引 － 使いやすい
雪の中で中輪のバラがきれいに咲いたのでブログにアップする。インターネットでクオカにお菓子
の材料を注文する。3日目には届くので、うれしい。隠岐の店には欲しい材料はほとんどないが、イ
ンターネットのお陰で、離島でも便利になったと思う。

画像編集、音楽再生 －

1月17日 17時 ひとりで － メールチェック 電子メール － 使いやすい
事務局のメールに返信し、Sさんに転送した。
Ｉ先生にデータをおくっていただいた御礼のメールを打つ。

1月18日 21時 複数で
エクセルの自習　動詞の活用形を調
べる

インターネット閲覧、検索 － 使いやすい

・講習で出来なかった便利機能を自分でやってみる。前年比・構成比、入力規則、ドロップダウンリ
ストなど。
・文芸誌の編集会議で問題になった散文の部で、投稿者の「感じずには・・・」が間違いで「感ぜず
には・・・」と主張された編集委員に、私はそのままでもいいと言ったことがきにかかり、ヤフーで動
詞の活用形を調べた。どちらでもいいことがわかり安心した。

文書作成、表計算 －

1月19日 13時 複数で 親子3人 インターネット閲覧、検索 － 使いやすい
長男が来て、google　ｅａｒｔｈのサイトを開いて、秋の旅行地を見せてくれた。とっても面白くて、あち
こちをみた。友人の住むイギリスのバースも、緑の美しい町で建物もすばらしいと思った。旅行に出
るときの下調べができて便利だと思う。

1月20日 10時 ひとりで － 情報センターの講習内容を調べる インターネット閲覧、検索 － 使いやすい
参加することが難しい東部情報化センターの講習内容をインターネットで調べプリントした。「イン
ターネットエクスプローラＶｅｒ.７をマスターしよう！」の講習。ＩＥの歴史、ＩＥ7を利用する。Ver.6との
相違点は、パソコン相談日に教えてもらうつもりだ。

1月20日 16時 ひとりで － メールに添付してきた文章をプリント 電子メール － 使いやすい
次男からの65頁あまりの文章の、64頁と65頁を修正して欲しいと言われ、そこだけプリントする。64
頁までマウスを動かすのが大変だった。いきなり印刷で頁指定しても良かったが、確認してからプ
リントした。

1月20日 20時 ひとりで － 画像をCD-Rに入れる 画像編集、音楽再生 － 使いやすい カメラからパソコンに写真を入れ、CD-Rに入れて、1週間の記録を終了。ほっとする。
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