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ようこそ、We Love Internet People へ。ここはイ
ンターネットマガジン読者と編集部のコミュニ
ケーションのページです。読者の皆さんの参加
を待っています。

Let's Access!
▲▲▲▲

読者が選んだWWW サーバー
● Batter's Box
http://www.st.rim.or.jp/~k_ono/b_box.
html
野球の地盤沈下を嘆く希代の論客小野耕一
（推薦者本人！）が贈る全国の草野球ファン
必見のページ。草野球チーム一覧がウリ（だ
けど、登録チームは少ないのヨ）
。みんなのチ
ームも登録してネ。
（小野耕一）

プレゼントが効を奏したのか、今月は応募が
増え、たくさんの自薦・他薦サーバーが寄せ
られました（前回に比べればだよ）。今月は
編集部が気に入ったものを紹介しましょう。

● 『料理の鉄人』ホームページ
http://www.ita.tutkie.tut.ac.jp/
chikata/tetsujin.html
フジテレビ系金曜午後 11 時から放送中の
「料理の鉄人」のページ。放送だけではわか
らない情報も満載。ファンならずとも一見の
価値あり。
（今野 剛）米村資裕さんも推薦。

☆ 応募方法 ☆

●Olmsted Falls Middle School

● Welcome to the World of
Physical Chemistry
http://www-wilson.ucsd.edu/
education/samplegateway.html
カリフォルニア大学のSenses Bureau が作る
物理化学のマルチメディア講義。下手な教授
よりずっとわかりやすい。量子力学、大気汚
染、X線回折、分子動力学、分光学をカバー、
JPEG 画像だけではなく、QTW で再生するビ
デオ付き。化学系学生必見。
（山崎勝義）

http://www.nptn.org/cyber.serv/
AOneP/schools/olmsted/ofms.html
アメリカのオルムステッドフォール中学のホ
ームページ。東京都北区浮間中学校との交
流の様子も載っており、浮間中から送った
「クリスマスカ−ド」や「受験問題のサンプ
ル」
、生徒が書いたIRC(チャット)のマニュア
ルもあります。（中山礎）野村俊彦さんも推
薦。

あなたがネットサーフィンで見つけた傑作サ
ーバーを編集部に教えてください。自薦でも、
編集部がユニークと思ったものは独断と偏見
で紹介します。あなたの１票は、間もなく創
設する「輝け！インターネットマガジン第１
回WWW サーバー大賞」へ反映されるでしょ
う。大賞の詳細は1513 頁へ（ないぞ！そん
なページは）
。
＊
編集部のメールアドレスipmag-box@impress.
co.jp に電子メールを送ってください。本文の
1 行目には#best-www とだけ記入してくださ
い。対応する記入フォームを返信します。読
者はワープロやエディタで必要事項を記入し、
編集部のアドレスへ返信してください。
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▲▲▲▲

あなたが作ったHTML タイトル

● My Life as a Rabbit
森尾由利

ホームページを作ったら送ってね。インプ

タイトルどおり全編うさぎの写真と絵。

レスのサーバーから全世界にハッシンして

ファンシーなものが好きな人（あとウサギ

あげます、というこのコーナー。今回は、

が好きな人）にはいいかもしれないが、そ

次の3 作品をインプレスサーバーに登録し

うでない人には･･･。

ました。

● 高知よさこい祭りWWW ホームページ

☆ 応募方法 ☆

森 正
高知市で毎年 8 月に開かれるよさこい祭
り（鳴子踊り）の情報を提供。ハッピ姿
の女性が「鳴子」を持って踊り歩く姿が

ポストスクリプトから3D まで自作のグラ

きれいです。
「よさこい節」の歌詞もあり、

フィックが満載。本業はイラストレータ

郷土愛を感じます。

ー。「仕事くださーい」という呼びかけも

● Yukio-m

気さくで好感がもてます。ネットスケー

宮本幸男

プで見るとタイトルがチカチカしてきれい。

あなたが作ったHTML タイトルを送ってくだ
さい。制限は3M バイトまでです。絵や音を
たくさん入れなくても、芸があればOK です。
一番大事なのはオリジナリティです。ちょっ
とした工夫や個性があれば、インプレスのサ
ーバーに登録して差し上げます。
＊
電子メール本文の１行目に#html-title と書
いてipmag-box@impress.co.jp に送ってくだ
さい。応募規定を返送します。

▲▲▲▲

▲▲▲▲

プレゼント

アンケート

「読 者 が選 んだ W W W サーバー」と「あなたが作 った H T M L タイトル」に応 募 してくれた方 にはもれなく、
アンケートに答 えてくれた方 には抽 選 で、A から C のプレゼントを差 し上 げます。

ご協 力 のお願 い

インターネットマガジンでは読者の意
見を誌面に反映させるため、読者ア
ンケートを行っています。方法は、
次の３つがあります。
1 電子メール：電子メール本文の１

A-1

関数電卓 Scientific
Calculator TI34 3 名
日本テキサスインスツルメンツ提供

B-1

スタンフォード大学のトレ
ーナー 1名
アメリカ特集取材班のおみやげ

B-3

熱で変色するマウスパッド
1名
アメリカ特集取材班のおみやげ

行目に#enqueteと書いて、ipm ag-box
@impress.co.jp 宛に送ってください。
記入フォームを返信します。
2 インプレスWWW サーバー：イン
プレスのWWW サーバー上なら、画
面上で簡単に記入できます。
3 はがき：添付のはがきをお使いく
ださい。

A-2

電卓 CalculatorTI1100
3名
日本テキサスインスツルメンツ提供

A-3

電話番号簿
PocketInfo 3 名
日本テキサスインスツルメンツ提供
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B-2

スタンフォード大学のポロ
シャツ1 名
アメリカ特集取材班のおみやげ

C-1

インプレスノベルティグッズ
テレホンカード

B-4

謎の電子通話器
1名
アメリカ特集取材班のおみやげ

C-2

インプレスノベルティグッズ
CD-ROM フォルダー

☆ 前号の当選者発表 ☆
●カレンダー／ Pitoyo Hartono､伊藤智博、森正、
橘大志、松井健一●ペーパーナイフ／内藤泰宏、
小林照幸、伊藤厚●ニフティ・テレホンカード／
清水麻子、中村健、藤岡恭弘、野間俊彦、中沢
一也●デジタルブック入門／小野広起、田辺正志、
田部 誠、余村克幸、廣部出他●チューチューマ
ウスTシャツ／金森國臣、小船井芳夫、森尾由利、
辻幸江、松本亨●チューチューマウスマウスパッ
ド／ 米 村 資 祐 、清 水 文 子 、宮 本 幸 男 、デビッ
ト・シェーン、香月裕一●チューチューマウス布
製バッグ／信藤健一、小宮佳将、よしおかひろた
か、砂川孝児、山崎勝義（敬称略）
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インターネットを始 めたらまず
インプレス W W W サーバーへ行 こう
http://www.impress.co.jp/

今月も、インプレスのWWW サーバーには
楽しい情報がいっぱい。インターネットマガ
ジンのコーナーにも新しい企画が目白押し。

●マガジン・ナビゲーター

なら、まずここを探してみてはいかがですか。

トを利用するうえでのノウハウ集です。作

●ホットイエローページ（スポーツ編）

者の方々のご好意により、サーバーに登録

今月のイエローページ（153 頁）のオン
ライン版です。スポーツ関連のWWW サー

しています。

● WWW クライアントWebSurfer

インターネットマガジンの目次を追いなが

バーをカテゴリ−別に分類しています。行

日本語が使えるWWW ブラウザです。ネ

ら、記事中で紹介したWWW やFTP のサイ

ってみたいサーバーをクリックすると、実際

ットスケープコミュニケーションズ社製のソ

トを一覧。目的のサーバー名をクリックす

のサイトへ飛んでいきます。編集部が推薦

フトを日本語化したものです。配布元のネ

ると、実際のサイトへ飛んで行きます。誌

するサーバーはマークを付けました。

ットマネージ社のご好意により登録しまし

面を見ながらURL を入力する必要がありま

●HTML クリックリファレンス

せん。

インターネットマガジンNo.3 で紹介した

●ソフトウェア・ナビゲーター

た。Windows に対応しています。

● WORDHTML

「HTML クイックリファレンス」のWWW版

日本語HTML が簡単に作成できる、マイ

CD-ROM に収録したソフトウェアの最新

です。記述と実際の画面をすぐに見比べる

クロソフトWord 用のHTML テンプレート

バージョンをはじめ、インターネットを使う

ことができて便利です。ホームページエディ

です。ken@impress.co.jp が制作しました。

うえで役に立つ便利なソフトウェアを集め

ター入門者におすすめです。

ました。ネットスケープ・ナビゲーターで日

●インターネットTIPS

本語を表示するツールなど、定番のソフト

有志の手でまとめられた、インターネッ

●インプレス販売特約店・新刊配本店
のご案内など。

▲▲▲▲

AFTERCARE
本 誌 前 号 で次 のような誤 りがありました。アフターケアのコーナーはインプレス W W W サーバーにも情 報 を登 録 しています。
・98 ページ
REPORT「日本テキサス・インスツルメンツ
インターネットビジネス利用の現場から」に
掲 載 された TI Home Page の URL のうち、
iijnet に間違いがありました。
＜正＞
http://www.iijnet.or.jp/TI/index.html
・180 ページ
We Love Internet People「あなたが作った
HTML」に掲載した投稿作品のうち「FujinoWeb ギャラリー」の作者名に誤りがありま

した。正しくは藤野耕一さんです。また、
「ハ
ウス大岡山」と「FujinoWeb ギャラリー」の
内容紹介が入れ替わっていました。次のよう
に訂正します。
＜正＞
FujinoWeb ギャラリー／藤野耕一
ねこあり航空機の写真あり。英語と日本語が
選べる。
ハウス大岡山／豊島保雄
海外で撮影した風景写真などを集めたフォト
ギャラリー。

・181 ページ
「読者が選んだWWW サーバー」のURL のう
ち、
「Welcome to takaman's theater」に間違
いがありました。正しくは以下のとおりです。
＜正＞
http://aqua.cc.kyushu-u.ac.jp/˜takase/
index.html
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この PDF ファイルは、株式会社インプレス R&D（株式会社インプレスから分割）が 1994 年～2006 年まで
発行した月刊誌『インターネットマガジン』の誌面を PDF 化し、「インターネットマガジン バックナンバー
アーカイブ」として以下のウェブサイト「All-in-One INTERNET magazine 2.0」で公開しているものです。

http://i.impressRD.jp/bn
このファイルをご利用いただくにあたり、下記の注意事項を必ずお読みください。
z 記載されている内容（技術解説、URL、団体・企業名、商品名、価格、プレゼント募集、アンケートなど）は発行当
時のものです。
z 収録されている内容は著作権法上の保護を受けています。著作権はそれぞれの記事の著作者（執筆者、写真
の撮影者、イラストの作成者、編集部など）が保持しています。
z 著作者から許諾が得られなかった著作物は収録されていない場合があります。
z このファイルやその内容を改変したり、商用を目的として再利用することはできません。あくまで個人や企業の
非商用利用での閲覧、複製、送信に限られます。
z 収録されている内容を何らかの媒体に引用としてご利用する際は、出典として媒体名および月号、該当ページ
番号、発行元（株式会社インプレス R&D）、コピーライトなどの情報をご明記ください。
z オリジナルの雑誌の発行時点では、株式会社インプレス R&D（当時は株式会社インプレス）と著作権者は内容
が正確なものであるように最大限に努めましたが、すべての情報が完全に正確であることは保証できません。こ
のファイルの内容に起因する直接的および間接的な損害に対して、一切の責任を負いません。お客様個人の
責任においてご利用ください。

このファイルに関するお問い合わせ先
All-in-One INTERNET magazine 編集部
im-info@impress.co.jp
Copyright © 1994-2007 Impress R&D, an Impress Group company. All rights reserved.

