
 

 

NFT とは、「Non-Fungible Token」の略で、日本語にすると『非代替性トークン』

となります。非代替性とは、『替えが効かない』という意味、トークンとは、『データや

通貨、モノ、証明』などの意味があります。NFT は『唯一無二であることの証明ができる技

術』ということになります。 

では、なぜ唯一無二であることの証明が必要なのでしょうか？それは、「人は唯一性や

希少性のあるものに価値を感じるから」です。これまで、インターネットはたくさんの

価値を生み出してきました。誰でも手軽にアクセスができて、お金や物のやりとりがスピーデ

ィになりました。その一方でインターネット上にあるデジタル情報はコピーされたり改ざんさ

れたりするリスクがあるため、その価値を証明することが難しいという問題がありました。こ

のような価値に対する不安は『唯一無二であることの証明』がなかったからです。本物と偽物

（コピーや改ざんされたもの）には本来決定的な価値の違いがあります。しかし、デジタルで

作成されたものは本物と偽物の区別がつきにくい。その区別を可能にし、正真正銘であること

を証明する技術が NFT なのです。NFT があれば、本物と偽物を区別することができ、唯一性

や希少性を担保できます。以下に具体的な事例をあげてみましょう。 

2021 年 3 月 11 日デジタルアーティスト・Beeple による NFT デジ

タルアートのコラージュが、オークションで 6900 万ドル（約 75 億円）

の値を付けました。これまでデジタルアートには唯一無二の価値を保証すること

ができませんでしたが、NFT によってデジタルアートの価値が一気に高まった

事例となりました。2021 年 3 月 22 日ツイッター創業者ジャック・ドーシー

氏の 15 年前のツイッター初投稿がオークションにかけられ、3 億円超の高値をつけました。

NFT によってツイートのようなデジタル資産も競売できるという事例となりました。 

 

 いままでのデジタル作品 デジタル資産 

ネットの取引 
証明書がないため、取引に不安がと

もなう 

NFT が証明書となり、安心して取

引できる 

唯一性や希少性 本物かどうか区別できない 
NFT によって唯一性や希少性が証

明される 

所有者 データの所有者が不明確 データの所有者が明確になる 

所有の履歴 
どのような履歴を持っていたのかが

わからない 

取引された履歴がすべて記録されて

いる 

著作者 
著作者がわからなくなる。転売され

ても報酬が入らない 

著作者を登録できる。転売のたびに

報酬をもらうこともできる 

 

NFT によって、コピーや偽物があふれていたデジタルの世界に正真正銘の本物が存在できる

ようになりました。NFT はこれからのデジタル社会を大きく変化させる原動力となっていく

でしょう。  
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NFT って何？どんなことができて、何のメリットがあるの？  



 

 

 

～仲良し３人組！パソコンやスマホで毎日を楽しんでいます♪～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

私の散歩道 
Vol.11 パソコン塾北助松教室（大阪府） 千 悦子さん 

深井 陽子さん 
吉野 静子さん 

北助松教室に通われてどのくらいですか？ 

2014 年 10 月からで、約７年になります。 

3 人の関係は深井さんと千さんは姉妹で、吉野さ

んは共通の友人です。北助松教室のカウンセリン

グへ申し込み、作品が多く飾られていて、いろん

な事が出来る教室だと思い入塾しました。 

実際に今もいろんな事に挑戦しています。 

どんな事に活用されていますか？ 

パソコンでは、毎年必ず行うのが、オリジナルの

「My カレンダー」と「スケジュール帳」です。

画像選びから時間を掛けてこだわっています。お

友達にもその方用に画像を変えてプレゼントする

と大変喜ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年はその他にもオリジナルの「マスクケース」

などもたくさん作成しました。 

 

スマホでは、「PayPay」などの 

キャッシュレス決済をよく活用 

しています。孫にも「おばあちゃん 

スゴイ！」と褒められました！ 

その他には「インスタグラム」でいろんな 

情報を収集して生活にとても役立っています。 

教室についての感想やご要望は？ 

教室に寄せて頂いて、いつも何度聞いて

もやさしく教えて下さるので、とても楽

しく通わせて頂いています。その他はパ

ソコンやスマホ以外にも、手芸教室（紙

粘土やハーバリウムなど）やバス旅行な

どのイベントも楽しみの一つです。現在

はコロナ禍でバス旅行も行けていません

が、落ち着いたら是非企画して頂いて参

加したいです。 

 

 

 

 

このクラスは、何に対しても楽しく学び、毎回笑顔が

絶えないクラスです。いろんな事に楽しく挑戦されて

いるお姉さま方の姿勢に、私もいつも学ばせて頂いて

います。（パソコン塾北助松教室 岡村） 

深井陽子さん 千悦子さん 

吉野静子さん 

仲良し３人組の 

インタービュー動画 

こちらからご覧ください 

紙粘土細工 講座 

 

ハーバリウム 講座 

 
バス旅行 

⇦シイタケ狩り 

（兵庫） 

 

⇩和菓子体験 

（京都） 

～仲良し 3 人組！パソコンやスマホで毎日を楽しんでいます♪～ 



 

 

 

 

去る２月２２日（火）におてがる講座「いろいろな

『G』の違いを解説」を実施いたしました。 

この講座はZoomによってリモートで行なわれます。 

パソコンの用語で頻繁に出現する「G」の違い。 

実生活では「G」と言えば悪名高き「ゴキブリ」です

よね。（笑） 

好奇心旺盛な受講生皆さんの視線を感じながら、「G」

の違いを解説いたしました。 

「スマホで最近よく聞く『4G』と『5G』との違い」 

「Wi-Fi の『A』と『G』との違い」 

「パソコンのメモリなどに使われる単位としての

『G』」 

実は、知っているようで他人に説明しようとすると

なかなか難しいものです。 

 

３月は、「メタバースって何？」です。 

３月２３日（水）13:30～14:30 

担当：小野薫 

 

 

 
 

大船 1,000 円ランチ「トラットリアさと」 
 

今月の大船 1,000 円ランチは「トラットリアさと」

さんです。   場所はこちら→ 

以前ご紹介した「蕎麦しん」さんのお隣です。 

日曜日以外の営業で、11：30～17：30 まで。 

たまに急なお休みになることもありますので、ご注

意ください。 

レギュラーメニューのほかに、季節のスパゲッティ

もあるようですから、ぜひ行ってみてください。 

 

 
 

★2 月 15 日リリース E テキスト★ 

・W-0200：縦書きの右開きの小冊子を作ろう 

・E-0130：アンケート集計とグラフ作成 

・ma-0008：Mac のいろいろな機能 

 

 

  

ら し せ お 掲示板 

 
 

今月の【iPad でお絵描き講座】 

「名前を描こう」 
みなさんの作品 
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今月号のお題は
「3月1日はマヨネーズの日 マヨネーズを使った好きな料理は？」です。

実は「マヨラー」の私。マヨネーズ大好きで

す。究極のマヨネーズ料理は、ご飯の上に「ご

飯ですよ」と「マヨネーズ」を混ぜてトッピ

ング。マヨネーズをかければ大抵の食べ物は

美味しく食べられると信じて疑いません。 

さて、皆さんは？ 
<キリマンジャロ> 

この季節の我が家の定番。 

菜花をさっと茹でて、マヨネーズと洋からし

に醤油をちょっと加えます。鰹節の粉も、ひ

とつまみプラスして、和物でいただくのが好

き  

キリッと冷やした辛口の日本酒と。至福のひ

とときデス(o^^o) 
∞～ カモミール ～∞ 

【ポテトサラダ】です！ 昨今は作り方も具材

も工夫を凝らしたものがたくさんありますが。

私はできるだけハム・キューリなどスタンダ

ードでシンプルな方がいいなぁ。で、ソース

をかけて食べるのが好き♪なんです。ポテサ

ラはパンでもご飯でもカツやハンバーグの付

け合わせにもオールマイティですよね～!(^^)! 
：：：： 抹茶 ：：：： 

熱したフライパンにサラダ油の代わりにマヨネー

ズを適量を入れます。 

そこに2センチ角程度に切ったキャベツを入れて

しんなりするまで炒め、仕上げに少しの醤油を加

えるだけです。タップリの野菜が採れて特別な味

付けも不要な美味しい一品が出来上がりますよ。

かつお節や刻み海苔をトッピングにしても^_^ 
〜エスプレッソ〜 

明太子をほぐしてマヨネーズを加え、麺つゆを少

し入れて、茹でた細いパスタにかけて、刻み海苔

を散らしていただく料理が好きです。仕上げにレ

モン汁を入れるとスッキリした味になります。 

◇ カフェオレ ◇ 

最近はあまり作りませんが、20 歳前は「ツナマ

ヨホットサンド」をよく作りました。ツナ缶にマ

ヨネーズとしょうゆを混ぜ、食パンに乗せ、とろ

けるスライスチーズをのせ、オーブントースター

で焼きます。 

▲茶柱▼ 

 

「おてがる講座」のご案内
Zoomを使った遠隔授業をおこないます。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。

 

 

 

 

 

おてがる講座 講座の内容 開講日時 講師 

「メタバース」って

何？ 

今年、注目のキーワードになりそうな「メタバース」につい

てご説明いたします。メタバースのサービスは実は今までに

も色々とあったのですが、その概念や言葉を整理してみたい

と思います。簡単なメタバースを体験していただけるところ

までご案内できるようにしたいと思います。 

3 月 23 日 水曜日 

13：30～14：30 
小野 薫 

便利な 

ネットスーパー 

いつも買い物に出かけている身近なスーパーマーケットがネットで

便利に使えます。スマホ、タブレット、パソコン、全てＯＫ！ 

配達日や時間を選べるので、雨の日や、体調が悪くて外出を控えた

い時も大丈夫。お米や牛乳など重たいものも玄関まで届けてくれま

す。店内で商品を探す手間やレジに並ぶ時間もいりません！コンサ

ポートパソコン教室近辺で届けてくれるネットスーパーをピックア

ップして、ご案内いたします。 

4 月 27 日 水曜日 

13：30～14：30 
寺尾 明子 

   


