あ け まして お め でとう ご ざいま す︒
本 年 もよろ し く お願い し ます︒
春 日 青少年 セ ン ターで ︑ 数年前 から︑小 学
生 対 象の子 供 パ ソコン を 行って います︒
五 日 間の講 座 の 様子を 紹 介しま す︒

子 供 パソ コン
特 集 号
090-3659-1734

等さ ん

一日目 の 講座
木村

早く︑ 操作もす ぐに会得 し︑
満点を 出す子も います︒
高 齢 者 が 苦 手 な ダ ブ ルク
リ ッ ク も な ん な く こ な しま
す︒あ と簡単な 文字入力 の練
習と五 日間使う 出席表を 作り
ます︒ どの子も パソコン が好
き に
なった
よ う
で︑教
える我
々とし
ても一
安心で
す︒

薮内

浩 さん

二日目の講座
会員

難しさ もありま す︒
更に もっと重 要なこと は日
常︑頻 度高くパ ソコンを 使用
しない 子供に何 を習得し ても
らった らいいの かという 点で
す︒
パソ コンの楽 しさやパ ソコ
ンを通 じて基礎 学力の重 要性
などを 無意識の 内に感得 して
ほしい と願って やりまし た︒
子供 たちが講 座終了後 に見
せてく れた笑顔 の中に︑ そん
なこち らの気持 ちを少し は受
け止め てくれた のかなと 感じ
ました ︒

中村

幸代さん

三 日 目 の 講 習 は イ ン ター
ネット です︒低 学年は︑ ネッ
トの約 束につい て学んだ 後︑
塗り絵 を楽しみ ︑ゲーム も幾
つかし て楽しみ ます︒
高 学 年 は ︑ ５ つ の 約 束を

会員

三日目の講座

出席するとシールを貼ってもらえる出席表

こど もパソコ ン二日目 の講
座は低 学年およ び高学年 とも
﹁絵を 描いてみ よう﹂と いう
テーマ で行いま した︒
絵は 来年の干 支で年賀 状に
も応用 できるこ とを考え﹁寅﹂
を選び ました︒ 皆さんの 出来
栄えは 予想を超 えるかわ いい
虎が現 れ︑大変 喜んでく れま
した︒
こど もパソコ ンは講師 の立
場から すると︑ 易しいと も思
われが ちですが ︑平易な 言葉
で説明 する必要 があるこ と︑
一時間 という限 られた時 間内
で講座 を完結す る必要が ある
ことな ど︑他の 講座には ない

ゲーム 形式でよ り深く学 び︑
その後 検索をし てディズ ニー
ランド を開き閲 覧すると いう
カリキ ュラムで す︒
お尋 ねすると ︑低学年 ・高
学年共 に家庭で インター ネッ
ト を し て い る 子 は ６ 割 もあ
り︑学 校での経 験も加え ると
全員体 験してい ます︒そ れだ
けにネ ットの約 束をしっ かり
覚える ことは有 意義だっ たと
思いま す︒ただ ︑時間が 少々
不足気 味となり ︑又︑３ 年生
の ロ ー マ 字 入 力 不 慣 れ もあ
り︑デ ィズニー ランドで 楽し
む時間 が少なく 残念でし た︒
塗り 絵の色に こだわり 何度
もやり 替えてい る子︑ク イズ
で正解 を先に見 て答える 要領
のいい ？子︑ま た︑ロー マ字
表と首 っ引きで 自分で入 力し
ないと 気が済ま ない３年 生も
いて︑ でも話を すると実 に楽
しい子 ども達で した︒

行儀がいいねぇ

わかるかなぁ・・・

会員
て 子も いま した ︒ 年生 も物
怖 じす るこ とな く︑全員 ︑上
手 にで きま した ︒︵自分 の子
供 の頃 とは 違う なあと感 心︶
講座 の内 容は ﹁はじめ まし
て パソ コン ﹂と いうタイ トル
で ︑パ ソコ ンに 慣れるこ とか
ら はじ めま す︒ クリック やド
ラ ッグ の練 習は ゲームを 使っ
て やり ます ︒さ すが若い ︵当
た り前 ︶だ けあ って︑理 解が
1

ご自由にお持ち帰り下さい
＊ボランティアでパソコンを教えるＮＰＯ法人 高槻ボラパソの新聞です

２４号
発行：高槻ボラパソ

ボラパソ通信
ボラパソ通信
講座 一日 目︑
子 供た ちは 一人
で ︑あ るい はお
母 さん に連 れら
れ て︑ ちょ っと
緊 張し た様 子で
教 室に 来ま す︒
我々からする
と ︑孫 のよ うな
子 供た ちで す︒
思 わず 年の 差を
計 算し まし た︒
最 初に 自己 紹介
と 将来 の夢 を前
に 立っ て発 表し
ま す︒
将来 の夢 ︑や
は り男 の子 は野
球選手やサッ
カー選手が多
く︑女の子は
ケ ーキ 屋さ ん︑
ピ アニ スト なん
講座始めますよ！

http://park5.wakwak.com/˜takatukiborapaso/
2010.1.5
２４号
ボラパソ通信
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︵一面 子供パソ コン の続 き︶

孟彦さん

四 日 目の 講座
山﨑

カレン ダーを完 成させま す︒
子供 達はそれ ずれ好き なイ
ラスト を選択し ︑配置に 工夫
をイキ イキとし てやって る姿
はほほ えましく 感じまし た︒
カレ ンダーに 目標を入 れる
枠があ るのです が︑中に は﹁お
金持ち ﹂と書い てる子も あり
現代的 かなと感 じました ︒
最終 日ですか ら︑全体 を通
しての 感想や︑ 要望を聞 きま
した︒ 総じて楽 しいの感 想で
した︒

いずれも
午後2時から
4時まで

1月20日（水）
2月17日（水）
3月17日（水）

会員

久
久安
安 敏
敏夫
夫さ
さん
ん

初級ＩＴ個別相談会

Ｑ：ＣＤとＤＶＤはどちらが長持ちしますか？
Ａ：ＤＶＤは破損に弱いという欠点があります。
ＤＶＤは割れやすく、そしてできた小さな
割れ目からデータを壊す湿気が入り込んで
ディスクが損傷します。
ＤＶＤは一時的な手段としてはいいですが、
長期の保存には向いていません。
それに対して、ＣＤは安定度の高い記録媒
体です。「デジカメ プロの撮り方」より

投稿 いただき ました会 員の
みなさ まへ
素晴 らしい原 稿をあり がと
うござ いました ︒︵大︶

＝
＝編
編集
集後
後記
記＝
＝

知っ得！ 情報

た︒
家に 帰っ て︑ ﹁どんな 宝物
が 入る のか ﹂と 想像する だけ
で ︑自 然と 顔が 綻びます ︒
子供 たち の笑 顔に囲ま れて
過 ごし た至 福の 一時︑今 年も
終 わり まし た︒

会員

フェ ス タ ・ヒ ュ ー
マン ラ イ ツ中 止 ！

ヒョ〜ショ〜ジョ〜

十二月 六日の日 曜日に︑ 恒例
のフェ スタ・ヒ ューマン ライ
ツが行 われる予 定でした が︑
新型イ ンフルエ ンザのた め中
止とな りました ︒
来年 は予定通 り開かれ るこ
とを祈 っていま す︒

2010年1月27日（水）

開催日

2010年1月29日（金）

出来たよ！

五日 目の 講座 内容はエ クセ
ル での カ 月カ レンダー の作
成 です ︒
カレ ンダ ーの エクセル シー
ト を開 くと ︑左 側の上部 にイ
ラ スト を入 れる 枠と下部 には
講 座 カ月 先の カレンダ ーが
事 前に 作ら れて いて︑そ の右
側 には ︑動 物や アニメの イラ
ス ト等 を用 意し ています ︒
子供 達は シー ト右側の イラ
ス ト群 から 好き な絵を選 んで
枠 内に ドラ ッグ ＆ドロッ プで
1

【講 座 名】左のチラシの2つの講座の受講
生を募集しています
【開 催 日】左のチラシの下を見て下さい
時間はいずれも 10時〜15時
【場 所】富田ふれあい文化センター
3階 パソコン実習室
【募集人数】12名（多数の場合抽選）
【受 講 料】1,500円
【応募締切】2010年1月15日（当日必着）
【応募方法】往復はがきに、①講座名
②住所 ③氏名 ④電話番号
明記の上、返信用にも住所、
氏名をご記入の上、下記の宛先
にお送り下さい。
【応 募 先】〒569-1191 高槻北郵便局
私書箱6号 高槻ボラパソ宛

開催日

五 日 目の 講座

四日 目の講座 は他 の日 と異
なり︑ 高学年と 低学 年で 内容
のニュ アンスを 少々 変え まし
た︒
高学 年は︑軸 足を 少し パソ
コンの 勉強に移 し︑ ﹁メ ール
の送受 信﹂を体 験し まし た︒
﹁ウイ ンドウズ ・メ ︱ル ﹂を
使い︑ 先生と子 供で ︑暫 しの
和やか な交流が でき まし た︒
子供 たちも︑ ちょ っぴ り大
人の気 分を味わ った こと でし
ょう︒ また︑メ ール で欠 かす
ことの できない ﹁気 を付 ける
大切 なこ と﹂
も︑ ネッ トの
﹁キ ッズ ・パ
トロール ﹂で︑
しっ かり 学び
まし た︒
低学 年は︑前 回の ﹁サ イコ
ロ﹂
と 同 じく︑
楽 しい ぺー パー
クラフ トです︒ 子供 たち の大
切な宝 物を入れ る﹁ こば こ﹂
を︑
ネ ッ トで展 開 図をゲ ット︑
わいわ い︑がや がや の中 で組
み立てまし
た︒各 自の名
前を入 れたカ
ラフル な蓋に
加え︑ 実も上
手に出 来まし
1
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☆募集中の講座☆

