
戦後初の緊急事態宣言が発動されてから、みな

さまもステイホームを守って、普段とは違うゴ

ールデンウィークを過ごされたことと思います。

緊急事態宣言は解除されましたが、未だ決定打

の対策がない新型コロナウイルスです。ご自身

だけでなく、周りの方の命を守るためにも、不

要不急の外出を減らし、三密を避け、うがい手

洗いの励行を続けてください。 

 

 
 

今月は、話題と質問をまとめてお届けします。  

◆オンラインビューイングって何？ 
名作を自宅で鑑賞したい！ 世界の美術

館、博物館がオンラインで楽しめます。見たか

ったあの名画、この名画。でも海外への渡航も

しばらくはできません。そんな中、オンライン

ビューイング（オンライン上に作品を掲載する

こと）やバーチャルツアーを提供してくれてい

る美術館や博物館が人気を集めています。 

 

■フランス：ルーブル美術館 
館内を自由に動き回れる「オンラ

インビューイング」。「古代エジプ

ト美術」「ルーブル壕の跡」といっ

たテーマに沿って館内を回る「バ

ーチャルツアー」が用意されてい

ます。 

 

■台湾：国立故宮博物院 
数々の至宝が展示された館内を見

られるオンラインビューイングを

提供。主要な作品にはインフォメ

ーションマークがつけられ、より

作品を詳しく知ることができる。 

 

■アメリカ：メトロポリタン
美術館 
Google Arts＆Cultureでストリ

ートビューを提供しています。ま

た 360 度自由に見渡すことがで

きる「The Met360°Project」もあります。 

 
■ヴァチカン市国：ヴァチカ
ン美術館 
360度見渡すことができるバーチ

ャルツアーでは、システィーナ礼拝

堂のミケランジェロによる天井画が

楽しめます。拡大しながら細かい部分を確かめ

ることもできます。 

 

■イギリス：コート―ルド美
術館 
180度見渡せるバーチャルツアー

を提供しています。マネ、ルノワー

ル、ドガ、ゴッホ、セザンヌ、ゴー

ガン、モネなど印象派のコレクションが一堂に

会しています。 

 

■イギリス：大英博物館 
とても 1 日では回り切れないとい

う、古今東西あらゆる収蔵品を集め

た大英博物館。自宅で何日もかけて

攻略してみてはいかがでしょうか。 

 
■アメリカ：グッゲンハイム美
術館 
らせん状に作られた建物が特徴的

な美術館では、数多くの近現代アー

ト作品が楽しめます。 

 

■フランス：オルセー美術館 
ミレーの「落ち穂拾い」やゴッホの

「自画像」といった世界的な名画

を、ゆっくりじっくり鑑賞できます。 
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今月の話題と質問（その 231） 



 

◆エッセンシャルワーカー◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「エッセンシャルワーカー」という言葉、聞

いたことありますか？ 

私たちの暮らしに欠かせない職業に就く人た

ちのこと。普段はあまり意識したことがない

かもしれませんが、お買い物ができるのも、

待っていれば郵便物や頼んだものが届くのも、

「誰か」がその役割を担ってくれているから

です。 

清掃員の方、スーパーの従業員の方、郵便局

員さんに配達の方々。ほかにも、公務員、医

療従事者、交通機関職員、金融機関従業員、

保育士、農業や食品の分野の方々など数え上

げればきりがありません。 

こうした方々を「エッセンシャルワーカー（生

活必須職従事者）」と呼びます。 

エッセンシャル（essential）とは「欠くこと

のできない、必須の、非常に重要な」という

意味の英語。 

新型コロナウイルスの感染拡大で、外出自粛

も長期化しています。それでも、これらエッ

センシャルワーカーの方々は在宅勤務ができ

ず、不特定多数の人と接するため、感染リス

クも高い中、仕事をしてくれています。 

私たちの生活をストップさせないために働い

てくれている「誰か」。その存在に、いつも以

上に気が付かされます。 

ありがとう・ライフラインを支えてくれるす

べての人。 

ありがとう・お店で買い物ができるようにし

てくれているすべての人。 

ありがとう・医療現場で戦ってくれている人。 

ありがとう・いろいろなものを届けてくれる

人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真の整理 Vol.04 

スマホをお使いの方も、これからの方も。パソ

コムプラザ新浦安のスマホ活用アドバイザーが

12 回にわたって連載記事をお届けします。 

* * * * * 

スマホは一番身近な優秀なカメラ。気軽に撮

った写真や動画がどんどんたまります。どん

どんたまってしまうから、整理整頓をしなく

ては何がどこにあるのかわからない！ と、

「スマホ写真の整理をしたい」とおっしゃる

生徒さんも多いのですが、実は写真の整理は

スマホ自身に任せてしまった方が楽なんです

よね。 

スマホに「Google

フォト」というア

プリを入れておき

ましょう。利用す

るには Google ア

カウント（G メー

ルアドレスとパス

ワード）が必要で

す。スマホをお使

いなら、この

Google アカウン

トを最大限活用し

ましょう。もし G メールを持っていない、忘

れてしまった場合は新規に取得できます。 

Google フォトはスマホで撮影した写真・動

画のすべてを「無料で容量無制限」でインタ

ーネット上の倉庫に「自動的」に預けられる

サービスです。撮影したすべて、ってすごく

ないですか！ 

★大人の★ 

スマホ活用術 

Google フォトの設定中 



無制限でインターネット上の倉庫（クラウ

ド）に保存するには１つだけ設定がありま

す。その設定は［バックアップと同期］をオ

ンにし、［高画質（無料、容量無制限）］にチ

ェックを入れることです。 

クラウドに預けられた写真は「何が写ってい

るか」が自動的に判断されています。そして

キーワードで写真が検索できます。好きな時

に好きな言葉で検索できるので、自分でフォ

ルダーを作って整理整頓をしなくても済むの

です。画面の上の検索ボックスにキーワード

（花、犬、赤、サングラス、レストランな

ど）や撮影地（札幌、美瑛、銀座、京都、ハ

ワイなど）を入力してみましょう。キーワー

ドにあった写真が表示されますよ。 

人物も顔ごとに自動的に分類されます。人物

に名前を付けておけば、名前で検索すること

もできます。小さな子が小学生になり、中学

生、高校生になっても、ちゃんと「同じ人

物」として認識されるので、成長記録にもな

りますね。 
撮った写真が Google フォトにない！という

時は Google フォトを開いておきましょう。

撮影した写真がクラウドにコピーされるのを

見届けることができますよ。 

スマホを買い替えても、同じ Google アカウ

ントを使えば、新しいスマホで今までの写真

を見ることができます。スマホをお使いの方

にはぜひ使っていただきたいサービスです。 

（パソコムプラザ新浦安 

スマホ活用アドバイザー 増田由紀） 

 

 

 

 

5 月の Zoom 遠隔無料 講座 

コンサポート（在校生・卒業生限定）５月の

Zoom 遠隔無料講座 全４回 

１回目（５／５）「SNS って何？」 

２回目（５／１２）「twitter 活用のツボ」 

３回目（５／１９）「LINE 活用のコツ」 

４回目（５／２６）「facebook のワザ」 

各回、ZOOM を学ばれた皆さまが自力でご参

加いただいています。 

回を重ねるごとに参加者も増えて、皆さまの笑

顔にお目にかかれるのがとっても嬉しい！！ 

ドキドキしながら、ご参加いただいた生徒さん

からのお声は、、、 

 

１回目「怖かったけど、参加して良かった！」 

２回目「無事に入れるかどうか何回やっても心

配だけど、おもしろい！！」 

３回目「参加している皆さまのお顔が、ちょっ

とずつ、落ち着いて見えるようになってきたの

が楽しい！」etc. 

 

講座の内容は、校長先生のオリジナルです。 

ご参加いただいた皆さまのお顔を拝見しながら、

少しずつ、内容も変化していきます。 

先日は、「LINE のルール、改めて勉強しま～

す！」とのご感想もいただきました。 

上記の写真、本当は、スタンプをぜ～んぶ取り

除いて、皆さまの素敵な笑顔をご紹介したいで

す！！ 

猫 

キーワード検索の様子 

ピンク 

キーワード検索の様子 

ら し せ お 掲示板 
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1,000 円講座 講座の内容 開講日時 講師 

Google の 

サービスを 

使ってみよう

(1) 

全般編 

検索エンジンで有名なGoogleですが、多くのサービスの中

であまり使われていないものやご存じないものも多いのでは

ないかと思います。 

そこで、まずは全体像をざっくりとご説明する第１回目を

Zoom を使って受講していただこうと思います。 

現在、受講中の在校生は「無料」で、卒業生と一般の方には

「1,000 円講座」としてご提供いたします。 

なお、卒業生で Zoom の使い方などご不安な方には別途

「Zoom 受講講座」もご用意させていただいています。 

6 月 16 日(火) 

13：30～14：30 
小野 薫 

   

＜ハイキング倶楽部のお知らせ 旧東海道を歩く(６)＞ 

日時 
6 月 27 日 土曜日 

９：00 
 

集合場所 JR 大船駅笠間口 

 

 

6月号のお題は「アフターコロナで何を楽しみたい？」です。

コンサートに行きたいです。音楽は YouTube でいろいろ

発信されていて、とても手軽に楽しめるようになりました

が、ホールという非日常の空間で音にみをゆだねてみたい

です。 

◇ カフェオレ ◇ 

 

私はやっぱりお出かけ、です。具体的には今年、「横浜で

実物大のガンダムが歩く」予定なんです。 

すごいじゃないですか、高さ 20 メートルもある、テレビ

の画面の中にしかないだろうと思っていたロボットが歩く

んですよ。しかもほとんど地元の横浜で。 

これはやっぱり見に行くしかないですよね。ね？ 

▲茶柱▼ 

麦さんによるイラスト AC からのイラスト 

 

まずは体力の回復をして、近所の散歩、近所のハイキング、

そして大山登山を復活させたいです。 

それと、気の置けない仲間や家族と楽しく外食がしたいで

すね 

<キリマンジャロ> 

 

テイクアウトで始めて知った小さなバルのカウンターでゆ

っくり流れる時間を楽しみたい！！海風と太陽を浴びて美

味しい生ビールを飲みたい！釣ってきたお魚で家族でワイ

ワイ家飲みしたい！です。 

∞～ カモミール ～∞ 

 

周囲を気にすることなくマスクを外して外出して、友人と

会いたいですねー。直接会って会話することで言葉以上の

ことも伝えられているのだと改めて感じられた日々でした。

ゆっくり品物を見ながらショッピング。映画館にも普通に

行きたいです。 

：：：： 抹茶 ：：：： 

 

大嫌いなマスクを外して余計な神経を使わず、少しでも元

の生活の様にお喋り、買い物、外食を楽しみたいです。コ

ロナ前の「当たり前の普通の生活」が欲しいです。 

〜エスプレッソ〜 

 

1000円講座 「Zoom 遠隔講座」のご案内

（生徒様無料、卒業生様・一般の方1000円）
今月はZoomを使った遠隔授業でおこないます。Zoomについて事前学習もご用意しています。

お申し込みは、ホームページよりお願いいたします。

第1回第2回第3回第4回第5回
第6回
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