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LINEでつながる⼦どもたち

やさしくデジタル 2015年10月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14772

聖⼦ちゃんがアイドルだったころ、私はスエットに
スタジャンの下からパーカーのフードを出し、カセッ
トウォークマンを聴きながら、ホンダのスクーター・
⾚いタクトに乗って⼤学まで通っていた。そのころ、
週刊プレイボーイの巻頭の記事で、アメリカでマッキ
ントッシュというパーソナルコンピュータが売り出さ
れるということを知った。新しい友だちができると家
の電話番号を交換した。⼊⼿した電話番号は⼿帳に書
き込み、どこへ⾏くにも持って⾏った。それは今だっ
たら”LINEのID”だ。LINEのIDが電話番号ということ
だ。LINEのIDは、簡単に、瞬時に交換と記憶ができ
る。今の世の中は、⾯倒なことにはＩＴ（インター
ネット＋スマホ）を使うのが鉄則のようだ。

LINE（ライン、ちょっとアクセントが難しい。「ラ
イ↑ン」）というのは、スマホのアプリで、ダウン
ロードして登録すると、スマホで無料で電話ができた
り、無料でメッセージが送ることができる。破⽵の勢
いでユーザー数が増えていて、最も多くの⼈が使って
いるメッセージアプリである。⼦どものケータイ料⾦
は⾺⿅にならない。そこで、無料で電話ができるLINE
アプリを⼊れて使う。だから、スマホを持っている⼦
どもたちは、だいたいLINEができる。⼀度LINEでつ
ながると、コミュニケーションはLINEになる。⼦ども
と⼀番早く連絡を取る⼿段はLINEなのだ。LINEが使
えないと家族間でも仲間はずれになりかねない。

そのころ彼⼥を作るのは、電話番号を聞くことから
はじまった。どうやって聞き出すか、そればかり考え
ていた。電話番号を教えてくれたら、第⼀関⾨突破
だった。そして、何回か会ううちに彼⼥の家に⾏けた
ら、彼⼥にできる確率は更に⾼くなる。A型の私は彼
⼥の家に⼊ったら、電話機が置いてある場所を確認し
た。⽞関や廊下だったらいいが、リビングなど家族が
集まる部屋の中にあると不都合だった。彼⼥の家に電
話をしたときオヤジが出る可能性がある。常に最悪な
状況をシミュレーションして、ダイアルを回すことが
なかなか出来なかった。こうして、彼⼥と会う約束を
するのも⼀苦労だった。今だったらどうだろう、彼⼥
しか⾒ない、彼⼥に直通のスマートフォンに、LINEで
メッセージを送るだけだ。会話もなければ、電話番号
も覚えなくていい、オヤジもない。LINEのおかげで、
いくつものハードルを越えてようやく⼈と会えた時代
なんてもう古くなってしまった。でもその価値はどう
だろう。スマホ時代の⼦どもたちは、こうやって友だ
ちと約束を交わしている。

先⽇お客さまから「孫とLINEをしたいから教えて欲
しい」という要望があった。⼀般的なコミュニケー
ションは電話からメール、そして、LINEに変わろうと
している。

LINEのIDを交換する画⾯→

LINEと他のインターネットのメッセージアプリの違
いは、家族や親友、彼⼥のように、⾃分のことをよく
知っていて、気にかけてくれる「強いつながり」のコ
ミュニケーションに使われていることだ。

⼀⽅で、ツイッター”や”フェイスブック”などは、強
いつながりの他に、友だちの友だちや、会ったことの
ない⼈たち、私のことをよくは知らない⼈たちとの
「ゆるやかなつながり」のコミュニケーションに使わ
れている。

わが家も例外でなく、⼦どもが⾼校⽣になるとス
マートフォンを買い与えた。スマートフォンが無いと、
友だちとコミュニケーションが出来ないというから仕
⽅がない。確かに⼊学式直後のクラス会では、LINEの
IDを交換し合った。部活でさえ集合時間や様々な指⽰
が、ほぼ毎⽇LINEで⾏われていた。伝⾔ゲームのよう
な電話連絡網など今は無いのだ。

最近、インターネットとスマホを使って、なんでも
簡単に、⾃分の都合で済ませてしまう世の中になって
きている気がする。テレビのニュースで「恋愛に積極
的ではない若者が増えている」と⾔っていた。私はそ
のニュースに危うさを感じた。恋⼈のいない男⼥のお
よそ4割が「恋⼈がほしくない」と回答。さらに、そ
の最も多かった理由は「恋愛が⾯倒」というものだっ
た。私はもしかして、その原因の⼀つにインターネッ
トとスマホがあるのではないかと思った。

「若者の〇〇離れ」のフレーズもよく⽿にする。
「若者の⾞離れ」「若者のゴルフ離れ」「若者の雑誌
離れ」他にももっとあるだろう。それらを⾒ると今の
若者にとって、どうも⾯倒なことばかりに思える。し
かし、どれも私がかつて⼀番お⾦と時間を注ぎ込み、
⼀⽣懸命やってきたコトばかりだ。私はそのフレーズ
を⽿にして今度はショックだった。

彼⼥が出来たら⾞が欲しくなるというのは昔の男⼦
の話なのだろうか。そのころ私は⺟を困らせ、中古の
トヨタの⾚いスターレットを⼿に⼊れた。納⾞された
夜は、うれしくて⾞の中で寝てしまった。時間がある
と⾞をいじっていた。アルバイト代は⾞とガソリン代
に消えた。そのときの後遺症で、今は⾞のネジ⼀本⾃
分でしめない。私には、いま⽐べてもスマホより⾞の
⽅が⾯倒くさいけど、はるかに⾯⽩いと思う。

それでも、”LINEは使わない”という選択肢はなさそ
うだ。インターネットという新しい道具を⼿に⼊れた
ことで、⼈とつながる機会は、劇的に増えた。「イン
ターネットは⼈と会うための道具だ」。これから益々、
昔のような相⼿中⼼の”⼈間くさいコミュニケーショ
ン”が⼤切ではないだろうか。

（⽂責：中島正雄）



＜寄稿＞

やさしくデジタル 2015年10月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14773

やさしく教育論① 「できる」「分かる」「考える」

著者プロフィール
福井俊保(ふくいとしやす) fukui@small.co.jp
1976年⽣まれ。⼤学は理系に進学し数学を学んでいたが⼤学院では⽂系に進学し国際政治の勉強
をする。⼤学院で研究する傍ら中学受験塾で4教科を約15年間教える。現在は有限会社スモール
（http://www.small.co.jp）で脳⼒研究部の主任を勤めている。

塾業界で約15年間、私は中学受験に必要な４教科すべての教育に携わりました。塾ですから
第１志望校に合格するというのが第⼀の⽬標です。その⽬標のために私も努⼒してきたわけで
すが、その中で常に考えていたことは「なぜ同じ授業を聞いているのに、できる⽣徒とできな
い⽣徒がいるのか」ということでした。

先⽣は授業中に必ず⽣徒に質問します。「分かった？」と。ほとんどの⽣徒が「分かった」
と答えます。そこで同じような問題を解かせます。でもその「分かった」と答えた⽣徒は解く
ことができません。「本当に考えたの？」「本当に分かったの？」。先⽣にこう聞かれては⽣
徒は沈黙せざるを得ません。ただただ黙っているのです。こうした状況で「⽣徒が悪い」と考
えてしまうことは簡単です。そうではなく、「なぜ⽣徒は分かったと答えるのに問題が解けな
いのか」ということを真剣に考えなければいけないはずです。

算数を例にとってみましょう。①の答えは簡単にできると思います。②はどうでしょうか？

①次の□にあてはまる数を書きなさい。

１/３＝□/９

②なぜその答えになるのかを図を⽤いて説明しなさい。

算数の問題というのは②までできて初めて分かるということです。①はただの計算です。①
の答えが出せたとしてもそれで「分かる」とは⾔えないのです。授業を振り返ってみると⽣徒
は「分かった」と答えていたとしても、それは先⽣が途中まで誘導して、⽣徒はただ計算をし
ただけで終わっているということが多くあるわけです。つまり、ただ計算をさせるだけではな
く、なぜそうなるのかを考える訓練というのが必要だということです。そうした訓練をするこ
とでただの「(計算が)できる」が「分かる」になり、結果として初めて応⽤できる、つまり
「考える」ことができるようになるのです。

では以下の問題。これを考えてみましょう。この問題がすべて解ければ「できる」「分か
る」「考える」というのがどういうことなのか分かると思います。ぜひチャレンジしてくださ
い。くれぐれも地道に計算して「分かった」と⾔わないようにしてくださいね。

問 １から３０までのすべての整数を１回ずつかけた数をＡとします。

① Ａは３で何回割り切れますか。

② Ａは１５で何回割り切れますか。

(フェリス⼥学院中学)

答え①14 ②7

ヒント：素因数分解をしてみましょう。

(⽂責：有限会社スモール 福井）

スモール社にて、左から福井さん、加藤社⻑



◎⼈⽣後半？

①愛する妻のこと

この履歴書もいよいよ５０〜６５歳台になってきた。私が６３歳で妻が５９歳のときに、妻
が病気で亡くなった。そのときの苦しさは、次号に譲るとして、ここでは妻の⾃慢というか⼈
となりを紹介する。交際期間３年の末、婚前交渉無しで結婚をした。交際期間中、妻は本当に
優しくて、いつも誰に対してもニコニコ笑顔で接していて、こんないい⼥性はいないと感⼼し
ていた。普通の⼈は、結婚したら⼈が変わるというが、妻は死ぬまで変わらなくて、全ての⼈
から好かれていた。妻のことを書いたら紙⾯が全然⾜らないので、簡略に書こうと思う。

よく、娘の愛⼦・優⼦が⾔っていることに「⺟さんは、凄い。こんな⼈はいない」と絶賛す
るくらいに、⺟として、妻として、⼥性として、完璧というか⾮の打ち所のない⼈柄だった。

・「掃除⼤好き」・・掃除が⼤好きで、⼀⽇の半分以上掃除をしていた。家の中はいつも⽚付
いていて、どこを触っても埃がなく⼿につかないほどだった。秋の落ち葉が多いときでも、⽞
関⼝は、いつも落ち葉⼀つもないくらいに掃き清められていた。私がゴミとか⽖楊枝を少し床
に置いていたら、１０秒もしないくらいの素早さで、さりげなく拾っていた。家族からは、
「⼥、鍵⼭」と呼ばれていて、あの掃除の神様の鍵⼭相談役に匹敵するほどの掃除の達⼈だっ
た。森信三先⽣が、「掃除の深さと、その⼈の⼈柄は⽐例」するとか⾔っておられたが、本当
に、⼼の美しい⼥性だった。

・「質素倹約の⼈」・・とにかく質素な⼈だった。⾔わば、社⻑の奥さんなのに、服などはほ
とんど⾃分のものは買ったことが無く、独⾝時代の服を着たり、娘たちのお古を着たり、⾐装
道楽？の姉からもらったりしていた。履物もスーパーで買ったような９８０円とか安いものし
か履いていなかった。⾃分のものはほとんど買わなくて、私や家族のものは惜しげもなく買っ
ていた。娘たちが中学校のころ、刺⾝を⾷べるのに醤油を⽫に注ぐときに、⽤⼼深く５００円
硬貨くらいに注いでいたのを⾒て、「どうして、そんなに少ないん？」と、聞いたら「⺟さん
から、残らないように、使うだけを注ぐように⾔われたから」と⾔っていた。⼀事が万事、質
素倹約な⼈だった。妻の凄さは、このようなことを、ごく⾃然に⽇常のことのようにやってい
たことだ。

②後継者へバトンタッチ

私が３０歳で、⽗が６０歳のときに会社を引き継いだ。私も「会社の寿命は３０年」説を信
じていて、私も６０歳になったら息⼦に引き継ぐことにしていた。妻が５年間闘病⽣活で⼊退
院を繰り返していて、私は「妻の死」がいつも頭にこびりついていて、⾔い訳になるが、会社
のことにほとんど⼿が付かなくて、⼀年のうち半分以上は妻の看病をしていた。会社も何年か
⾚字が続いていて、最悪の状態で、引き継ぐことになった。息⼦には悪いことをしたと思って
いるが、「キタキツネ」では、⾕底に突き落とされ、それから、這い上がるという試練を体験
してくれたせいか、必死で頑張ってくれて、毎期、増収増益で優良企業に変えてくれた。私が
尊敬するお⼆⼈を「⻄の元岡、東の⼩⼭」と⾔っていて、元岡社⻑の熊本ティアで３年間修⾏
をしてくれて、社⻑になってからは、⼩⼭社⻑の勉強会で指導をしていただいている。
私の思いや考えを引き継いでくれて
とても嬉しく思っている。

やさしくデジタル 2015年10月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14774

⑩

井
辻
栄
輔

井辻栄輔
1946年4⽉29⽇⽣まれ、広島在住。
⾃称・広島のキムタク
井辻⾷産株式会社 取締役会⻑、NPO法⼈⽇本を美しくする
会・掃除に学ぶ会 中国ブロック⻑、中国掃除に学ぶ会・代
表世話⼈、中国北京科技⼤学国際学院・特聘教授、キムタ
クウクレレ教室・ニイハオウクレレ教室・禿げ増す会代表。
広島で毎⽉ＭＧを開催して３０年、学校のトイレ掃除をし
て２０年。毎朝６時半に、出社し、トイレ掃除をすること
とFacebookを⽇課としています。題字は筆者直筆。

（妻・筆者・息⼦）



タイムライン

やさしくデジタル 2015年10月号 (C)コンピュータリブ・TEL.03-3556-14775

⽇本冷蔵倉庫協会・伊藤さま・渡辺さま

10/17 第19回リブモールコンペ開催・優勝は須賀さん

9/25 スマホで簡単ホームページ作成教室の様⼦

⼯業技術研究所・真壁さま来訪

9/27 第7回マンダラチャートフェスティバル開催

居酒屋・多幸⼋のお⺟さんです

10/25 「第１４回湘南創作ダンベル⼤会」開催

⼤⽊さんと岡村さんと⽻⽥社HP⽤動画撮影の様⼦

HPリニューアルのお⼿伝いが出来ました。
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もうそろそろ動画野郎！
〜「あなたの街の動画屋」が送る、壮⼤な動画啓蒙説教ファンタジー〜

第8回 ビデオ三脚という相棒
owga.net

あなたの街の動画屋 大木 貴博（オーキ）

「誰でも分かるYouTubeチャンネル管理」
セミナー全国どこでも⾏きます
東京都江東区⼤島 （⻄⼤島駅、 ⻲⼾駅）
ohki@owga.net  090-1032-9692
[ Facebook ]
https://www.facebook.com/ohki.owg
http://owga.net/

■まず三脚の２大目的
これを強く意識してください。
１．カメラを固定
２．カメラ位置の⾼さを稼ぐ

ビデオの三脚は記念写真などでカメラを固定するためのものではなく、画作りそのものに関わってくる重要な
相棒であり我が⼼の同志でもあります。
カメラを何時間も同じ姿勢で持っていれば⾟いしゆらゆら揺れてきますし、カメラマンはその場を離れて他

の作業はできない。その辺の机に置いてもいいですが、思い通りの⾓度に設置するのはかなり難しい。細い
脚では安定せず、特にズームした時は周りの振動などで映像が揺れ、画⾯が安定しない。
⾯倒くさいからといってちっちゃな三脚を持ってきても、単純に⾼さが⾜りなかったら意味をなさない。座って

るお客さんの後⽅から撮影するには、少なくとも130cm以上の⾼さが必要。じゃないと後頭部しか映りませ
ん。つまりどんな現場で撮るのか？も重要な要素ですね。

■三脚パーツ「雲台」と「脚」

これをご存知出ない⽅が実は多い。
ただ固定するだけの三脚だったら何でもいいんです。⽔平さえ保てれば壁にガムテープで貼り付けたっていい。
ただし、少しでもよい映像、特にこれからしばらくビデオカメラを勉強したいというご意志があるなら、できれば
「映像（ビデオ）⽤三脚」を⼊⼿されることをオススメします。

では同じ三本脚でも映像⽤と写真⽤では何が違うのか？
・カメラ右側に「パン棒」という⻑い棒がついてる
・左右上下にゆっくりと⾸振りできる（パン・チルト）
・三本脚が安定するよう脚を繋ぐ棒「スプレッダー」がついてる

「カメラをゆっくりスムーズに動かす機能」 この機能は写真三脚にはついてません。
この機能を満たすためにどうしてもビデオ三脚は重く複雑に⾼価になっていきます。

■映像用三脚と写真用三脚の違い

■エレベーター式とボールレベラー式
オーキが勝⼿にネーミングしました。この名前をお店で⾔っても通じないかもしれません。
◎エレベーター式
レバーをくるくる回すと雲台が上下するタイプ
メリット：⾼さが簡単に変えられる 安価なタイプ
デメリット：⽔平を調整するのが⾯倒。エレベーターを⾼くし過ぎるとカメラが不安定になる

◎ボールレベラー式
雲台の下がボール状になっていて、簡単にカメラの⽔平を合わせられます。業務⽤三脚のほとんどがこのタイプ
メリット：⽔平位置をすぐに調整 重たいカメラも安定して使える
デメリット：⾼さを変えるのに三本の脚を変える必要あり、⾯倒、即時性にかける

※ 現在ではこの両⽅の機能を持つ、マンフロット 555B/556Bなどがありますがまだ⼀般的な製品ではありません
オーキは両⽅を場合によって使い分けてますが、それぐらい映像においては
「⽔平」をとることがいかに重要か？をご理解ください。

三脚は
・カメラを載せる上部の雲台=うんだい（別名ヘッド）
・三本脚の脚

の２つから構成されてます。この２つを意識して三脚を⾒ていくと、細かい製品の差が理解できてます。

YouTubeの管理ネタばかりでつまらないとお嘆きの貴兄へ、今回はビデオカメラの基本である「三脚」に触れます。これシンプルですがとても重要。
スチルカメラ（写真）と三脚の関係以上に、ビデオカメラ（映像）と三脚は「相棒」なみに⽋かせないんです。

←よくある写真三脚
⻑いパン棒はなく
「カメラをゆっくり動かす」
ことは想定されてない

ここに三脚立てても….

■最初はエレベーター式でよい
今皆さんがお使いのカメラが軽量なものであれば、まずエレベーター式がよいで
しょう。
あ！とひらめいたらすぐに⾼さを変えられる気軽さは重要。ひらめいた発想を邪
魔する道具は、⼊⾨編においてあまり良い機材ではないからです。
次回は具体的な機種選びに触れます。お楽しみに！

上下にチルト ←パン棒

↑スプレッダー

左右にパン

⼩型ビデオで使うビデオ三脚
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市川の今⽉のiPhoneのおすすめアプリはこれだ!!

iPhoneで名刺を撮影するだけ！カンタン名刺管理
〜CamCard：名刺管理アプリ〜

みなさんは名刺の管理をどうされていますか？
せっかく名刺交換させていただいたのに、いざ連絡
しようと思ったら名刺の⼭の中に埋もれてしまって
何処にあるのか分からなくなってしまってません
か？

または名刺管理はしているけど、いっぱいありすぎ
て持ち歩く訳にはいかないし、連絡先をスマホに登
録するのも⾯倒で結局何もせずに交換しただけに
なってませんか？

そんな⾯倒な作業は⼀切無く、名刺をiPhoneのカメ
ラで撮影してあげるだけで、⾃分の連絡先にも⾃動
的に登録されて、なおかつiPadを持っていれば⾃動
的に同期され、⾃宅のPCで細かな編集ができるアプ
リがあるんです。

私も約2年間使ってきましたが、どんどん⾊々な機能
が追加され⽇々進化しており、どんどん使いやすく
なっているので⾮常に有難いです。
名刺管理でご苦労されている⽅がもしいらっしゃい
ましたら、このアプリ絶対におススメです！！

先々⽉はオーディオのお話をしたので今回はビデオデッキのお話を！
今でこそハイビジョンテレビで⾼画質な映像を⼿軽に⾒ることができますが、当時のビデオデッキの映像な
ど今から⽐べたら･･･。（でもテレビのブラウン管⾃体の解像度も低かったので⽬⽴ちませんでしたがｗ）
■⼀番最初に発売された第⼀世代のビデオは、⾳声がカセットテープ以上にノイズが酷くて聞けたものでは
ありませんでした。(←テレビについている標準のスピーカーがショボかったので、これも⽬⽴ちませんでし
たがｗ)
■第⼆世代になると、テレビもステレオ放送や⼆ヶ国語放送がはじまり、それに対応すべく『Hi-Fiビデオ』
なるものが登場しましたが、Hi-Fiにした影響で逆に画質が⼤幅に悪くなってしまったという悪循環に陥りま
した。
■そして第三世代になり、ようやくハイバンド化された事により画質が向上し、ある程度キレイな映像が⾒
られるようになりました。その後ビデオでもメタルテープ化されかなり画質が向上しましたが、ただでさえ
⾼いメタルテープを普通の⼈が買うわけありませんからほとんど普及はしませんでした。

アナログ時代はこれだけ苦労してもなかなか画質って向上しなかったのですが、DVDが発売され映像がアナ
ログからデジタルに移⾏してから画質が⾶躍的に向上していきました。まさにデジタルになって⼀番恩恵を
受けたのが映像なのではないでしょうか！？デジタルになったおかげで⾼画質な映像を⼿軽に⾒られるよう
になったのは本当にありがたい事です。でもやっぱり、苦労して⼿に⼊れた昔のアナログ時代の映像の⽅が
鮮明に⼼に残っているんですよね〜。不思議。

昔のビデオデッキは映像も⾳声も
ノイズだらけだった!
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編集後記

ピンズ
コミュニケーション

いつもありがとうございます。この新聞
を読んでいただき「井辻さんのファンで
す」とか「⼤⽊さんにビデオを教わりた
い」とかいう声をいただきます。とても
うれしいです。そしてイベントを企画し
ました。会って相⼿を感じることができ
るのがいいですよね。ライブです。また
今⽉は原稿をいただきました。原稿募集
しています！うがい！⼿洗い！合⾔葉は
「やさしくデジタル」（中島正雄）

感想ありがとうございます。

ピンズ制作会社・ピンズファクトリ社の「設⽴２５周年
ピンズ」です。いうもこうして、素敵な台紙にピンズを
刺して封筒に⼊れて送ってくれます。
いつかは、私もマネしたいと思っています。

今の世の中、⾼性能・低価格が当たり前になっ
ておりますが、その分物を⼤切にしなくなって
きてしまっています。私も苦労して⼿に⼊れた
物は⼤事に扱ってきましたが、最近の簡単に⼿
に⼊ってしまった物はあまり⼤切にしてこな
かったような気がします。やはり不便でも『あ
あしたい、こうしたい、こうなればいいの
に！』と願っていた時の⽅が⼼が満たされてい
たような気がします。皆さんはいかがですか？
（市川徳宏）

←⽊原正勝
さま、いつ
も感想をい
ただきまし
てありがと
うございま
す。
“やり続け
たい”と思
います。
⼤⽊さんの
動画セミ
ナー企画し
ます。ぜひ
来てくださ
い。

イベントのご案内

「やさしくデジタル読者忘年会」 「やさしくデジタル読者イベント」

日付 ２０１５年１２月１８日（金）

時間
1630■コンピュータリブ社集合・見学・記念撮影
1700■多幸八にて忘年会
2000■中締め（一次会終了）

場所
多幸八
東京都千代田区神田神保町2-20-29
TEL.03-3263-1568

会費
お酒を飲む方：5,000円
お酒を飲まない方：3,000円

申込

※どなたでも参加いただけます。
コンピュータリブまで、TEL.03-3556-1477
ホームページ http://www.computerlib.co.jp/
電子メール info@cpl.jp
でお申し込み下さい。

みなさまには、いつも「やさしくデジタル」をお読みい
ただきまして、ありがとうございます。どうでしょうか、
一度会って話をするのはいかがでしょうか！どなた
でも気軽に参加できます。ぜひ忘年会をしましょう！

日付 ２０１６年１月中旬予定

時間
1330■ビデオ大木セミナー「動画の極意」
1530■井辻栄輔さんを囲む会
1700■懇親会

場所 品川駅周辺予定

会費 3,000～5,000円を予定

申込

※どなたでも参加いただけます。
コンピュータリブまで、TEL.03-3556-1477
ホームページ http://www.computerlib.co.jp/
電子メール info@cpl.jp
でお申し込み下さい。

私の履歴書の「井辻栄輔さんを囲む会」
ビデオ大木さんの「動画セミナー」

私の履歴書の著者・井辻さんに会いたい！
大木さんに動画撮影の極意を聞きたい！

というリクエストにお応えして、読者ミーティングを企
画しています。いかがでしょうか。


