
近年、ブロックチェーン技術を用いたメタバースが登場し始めてお

り、特にメタバースにおける NFTの活用に注目が集まっています。 

↑これは日本語なのか？？というお声が聞こえてきそうですね(^-^; 

今回は、この３つの関係についてみていきましょう。まずは復習か

ら↓ 

NFT とは「唯一無二であることの証明ができる技術」のこと。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で正真正銘の本物が存在し、「世界にひ

とつだけのデジタル資産」を持つことが可能となり、安心して取引ができるように

ました。 

メタバースとは「インターネット上に構築された仮想空間」のこと。VR ヘ

ッドセットを装着しアバターと呼ばれる自分の分身を介してバーチャル会議に

参加したり、ゲームやショッピング等、実体は現実にありながらも仮想世界を

楽しめる空間のことをいいます。 

ブロックチェーンとは取引記録を“ブロック”状にまとめ、それを一本の“チェーン”のよ

うに繋げて保存することから『分散型台帳技術』とも呼ばれ、各ネット上の取引を相互に監視

しあうことでデータの改ざんをしづらくする仕組みのことです。世界初の仮想通貨(暗号資産)

であるビットコインでは、取引の情報を記録する方法としてブロックチェーンの技術が使われ

ています。これにより、システム障害やハッキング等によってデータが消失する可能性はほと

んどありません。 

メタバース内では土地やデジタルアート、世界でひとつだけのファッションアイテムなどNFT

を用いて様々なものが取引されています。その取引にはビットコインなどの仮想通貨が使用さ

れ、その安全性を保障するのがブロックチェーンになります。メタバース市場は 2024 年に

は 90 兆円規模まで成長すると予測されており、メタバース内での法整備やガイドライン、ル

ール作りが急がれています。  
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「NFT２月号紹介」・「メタバース３月号紹介」・「ブロックチェーン」の関係  

★パソコムプラザ 増田直樹先生によるメタバース実体験レポート★ 

3 月 19 日、東京・有楽町のビックカメラで「メタバース体験」をしてきました。

メタ社（旧フェイスブック社）発売の「Quest 2」という VR ゴーグルを頭に装着

し、両手にコントローラーを持ちました。ゴーグルは少し重たいお面をかぶる感じ

でした。 

私が体験したのは、目の前に迫ってくる板にくりぬかれた形と同じポーズをして、

その板をすり抜けるというゲームです。テレビゲームなどの画面は自分とは一定の

距離がありますが、VR ゴーグルをつければ 360 度すべてがそのゲームの世界で

す。板を通り抜ける時に、手に握っていたコントローラーから軽い振動が伝わり、

本当に物体をすり抜けたような感覚でした。ゴーグルを被った数分は別世界で楽し

い体験でした。 



 

～パソコンが辛い毎日を救ってくれました～ 
 

■パソコンとの出会い 
「パソコン教室に通い始めた目的は1つだけ、レシピを作りたかったから」

と語る加藤杏子さん。きっかけは 36 年前に遡ります。 

料理好きの杏子さんは友人たちを招いてランチを振る舞い、おしゃべりを

するのが楽しみの一つでした。その料理の腕前から「また食べたい」「作り

方を習いたい」の声が上がり、次第に料理とおしゃべりを楽しむグループ

ができていったそうです。説明に使うレシピは当初ワープロやパソコンで

作っていましたが、19 年前、イメージ通りにレシピを作りたいという想

いからパソコン教室に通い始めました。 

■パソコンを楽しむ日々 
「嬉しかったのは食材やその時々の都合に合わせ

てさっとレシピを作り替えたり写真を差し替えた

りすることができるようになったことね」 

料理のジャンルごとに色分けされ、写真を添えた

レシピはたくさんの家族に美味しい幸せな時間を

プレゼントしたことでしょう。 

杏子さんはレシピだけにとどまらずカレンダーやお祝い袋等、パソコンを使った作品作りにも

意欲的です。彼女のカレンダーが届くのを心待ち

にしている友人たちも多いとのこと。 

■病気、そして友人とパソコンに感謝 
大きな転機が訪れたのは 6 年前。大病を患い手

術は成功したものの、しばらくは体調の悪い日々

が続いていました。 

「辛い毎日を救ってくれたのはパソコン。パソコ

ンと言ってもトランプゲームをしていただけ」 

そして、30 年来の友人の一言でした。 

「あなたのカレンダーがないと寂しいわ」 

私のカレンダーを待っている人がいる、その小さ

な感動は前向きな気持ちになるスイッチになった

そうです。 

以来少しずつ日常を取り戻し、今では新しい趣味

にも積極的に取り組んでいます。今後のパソコン

の目標はインターネットを使いこなすこと。自分

に必要な情報やデータを自由にパソコンに取り込

んで、生活に活かしていきたいと笑顔で話してく

ださいました。 

  ▲杏子さんお勧めのお手軽レシピ、「辣白菜」。 

和洋中、何にでも合う箸休め。ぜひご参考に！ 

 辣白菜(ラーパーツァイ) 

 
白菜 500g  塩 15g   

 
A ・人参  30ｇ 

 ・生姜  1 片 

 
調味料 

・サラダ油 大３ ・酢 1/2 カップ 

・赤唐辛子 1 本 ・砂糖 大３ 

・粒山椒 10 粒 

 
❶ 白菜は5cm長さの短冊切りにして塩をまぶし、重

しをして水が上がるまで 2～3 時間おく。 

❷ 人参、生姜は繊切にする。 

❸ 白菜をざっと洗って水気を絞り A を加えて 

混ぜ合わせる。 

❹ 小鍋に調味料の材料を入れ、弱火にかけて 

ゆっくりと炒める。香りが立ってきたら 

赤唐辛子を除きさらに熱して❸のボールにザーッ

と回しかける。冷めたら冷蔵庫で冷やす。 

 Kyoko’s Kitchen 

（パソコン・タブレットじゅく市が尾教室 奈良島由美子） 

私の散歩道 
Vol.13  パソコン・タブレットじゅく市が尾教教室（神奈川県） 

加藤 杏子さん 

 



今月の【iPad でお絵描き講座】 

「名前を描こう」 
皆様の作品 

 

どれも素敵な作品ですね。 

お名前を、いろいろな色でデザインしていま

す。 

皆さんなら、どんな色を塗ってみたいですか？ 

 

★★ 素敵な twitter アカウントをフォローしてみませんか？ ★★ 
 

生徒様にいただいた情報です。 

どちらも、とっても素敵な作品を掲

載している「twitter」アカウントで

すので、ぜひフォローしてみてはい

かがでしょうか。 

「 リ ト ＠ 葉 っ ぱ 切 り 絵 」 さ ん

（@lito_leafart)  

ADHD（発達障害）によって集中力

が偏ったリトさん。その集中力を一

枚の葉っぱで表現して作品を制作しています。一枚の葉っぱを切り絵にした作品は、多くのメ

ディアでも取り上げられて話題になったのでご存じの方も多いと思います。 

 

「 空 箱 職 人  は る き る 」 さ ん

(@02ESyRaez4VhR2l) 

お菓子の空箱を立体的なアート作品へと

昇華させていく「はるきる」さん。 

なんと、実物が横浜の「そごう美術館」で

見ることができるそうです。 

5/27～7/3 「空箱職人 はるきる展」は

おススメです。 

 

若者は、twitter を情報検索手段として利

用しているそうです。皆さんもお二人を

見つけてみてください！ 

 
★４月 15 日リリース E テキスト★ 

・OS-0007：キャプチャーソフトを使ってみよう 

・sh-0006：はじめてのパソコン Windows11 

・PTW-0004：パソトレ Word Vol.4 

・PTE-0003：パソトレ Excel Vol.3 

  

ら し せ お 掲示板 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
私のおススメする公園は「舞岡公園」

です。 

この公園は、戸塚区と栄区との境にあ

って谷戸の風景を残す懐かしい古民家

のある公園です。横浜市営地下鉄「舞

岡駅」から徒歩 25 分、もしくは本郷

台駅から小菅ヶ谷北公園までバスで行

って徒歩 5 分ほどです。 

これからの季節に新緑と田植え風景が気分転換にはお

ススメです。 

<キリマンジャロ> 
 

「鎌倉中央公園」です。春の「山、笑

う」柔らかな優しい風景に癒されます。

丁寧にお手入れされた木々や植物の種

類も多く、湿生花園や池、田んぼ等、

インスタ映えの美しい風景の中でのん

びりお散歩がオススメです。鎌倉から

も大船からも山の上までバスで行くこ

とが出来ますし、ハイキングコースの一部にもなって

いるそうです。GW に池の上に泳ぐたくさんのこいの

ぼりを眺めてみたいと思っています。 

∞～ カモミール ～∞ 
 

王道ですが『横浜イングリッシュガ

ーデン』まさに今から薔薇が見頃で

すね～。お天気が良い日にゆっくり

美しいバラを眺めながらお散歩を楽

しむ。贅沢なひと時を楽しみたいで

すね～。【ローズ・フェスティバル】

4/23～5/29 開催だそうです。 

   ：：：： 抹茶 ：：：： 
 

藤沢市「引地川親水公園」です。 

桜のシーズンは終わり残念ですがフジ、

紫陽花と続き年中 お花も楽しめます

よ。 

敷地は広く休憩するベンチも備わって

います。ゆっくりと自然の中で過ごして

みませんか？ 

〜エスプレッソ〜 
 

根岸森林公園です。広大な芝生広場があ

り、梅、桜など樹木も多く、高台にある

ので、見晴らし台から富士山など山々が

見られます。 

旧一等馬見所は日本初の本格様式競馬場

の建物など見どころがあります。 

森のテラスカフェがオープンしていて、

毎週金曜日のお昼には「グリーンキャビン」のパンも

販売しているのオススメです。 

◇ カフェオレ ◇ 
 

笠間中央公園はいかがでしょうか。丘の

上にあって、ちょっとした運動にもなり

ますし、見晴らしがいいですよ！ 

▲茶柱▼ 
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パソプラ写真館 

ID：pasopla 

パスワードは

教室にお問い

合わせくださ

い。 

 

 

「おてがる講座」のご案内
６０分1,100円のおてがる講座は、Zoomを使った遠隔授業でおこないます。

お申し込みは、ホームページよりお願いいたします。

今月号のお題は
「さわやか５月 お散歩におススメの公園は…」です。

 

 

 

 

 

おてがる講座 講座の内容 開講日時 講師 

ネットでできる 

株取引のはじめ方 

今やネットでいろいろできる時代です。でも、まだ株取引をネット

で始める一歩を踏み出していない方も多いのではないでしょうか。 

今回は、株取引をネットで始めてみたい方、どう始めたら良いのか

を知りたい方のために、はじめ方をお話ししようと思います。 

5 月 25 日 水曜日 

13：30～14：30 
小野 薫 

Wi-Fi についての 

アレコレ 

目に見えない無線 LAN。 

周波数帯のお話しから、セキュリティのお話しなど。 

Wi-Fi についての最新情報を中心に、あれこれお話ししてみたいと

思います。ご質問など大歓迎です。 

ぜひおきがるにご受講ください。 

6 月 22 日 水曜日 

13：30～14：30 
小野 薫 

   

うなぎちゃんさんによる 

イラスト AC のイラスト 


