渡辺雅仁著 ナツメ社発行
271 頁 1600 円
ISBN ：4-8163-1889-5

英語の壁を乗り越えよう
『インターネットサーフィン
英語の海の泳ぎ方』
日本語環境のパソコン通信

きをしてくれることにな
った。それが本書で
ある。現役の大学英
語講師が、電子メールを中

からインターネットへ流れてき

心にインターネットの利用事

た人がまずぶつかるのが、英

例を紹介し、ポイントになる

語という言語の壁だ。英語が

英語が説明される構成。常々、

一辺倒か

苦手な人は壁をよじ登りなが

海外のサーバーへのアクセス

というとそうで

ら、少しでも海外の情報にア

は、英語のテストの長文読解

はなく、メーリングリ

クセスしようと必死にもがいて

問題のようだと感じていたが、

ストの登録、通信販売の

いる。インターネットの自由

ここでは、筆者がこの読解問

手順を説明しており、読者を

なアクセスをサーフィンに例え

題の解説をしてくれるわけだ。

飽きさせない。後半、WWW

るなら、大波が怖くて湾内の

内容は、中高校の英語レベル

のページになると英語の説明

小さな入江でサーフボードにの

でわかるようになっている。事

が減ってしまい魅力が薄れる

る練習をしているに過ぎない。

例の文、ポイントとなる単語

が、パソコン通信経由でのメ

そんなとき、サーフィンのイン

説明、問題、解説、解答と

ール専門ユーザーでも楽しめ

ストラクターが波乗りの手ほど

参考書のようだ。内容が英語

る。

ネットワークが身近になる秋
菊地宏明 ● Hiroaki Kikutchi

個人にもできるインターネットビジネス

身の回りのマルチメディアグッズ
している人は「ビット」を知

『インターネットにお店を
持つ方法』

ョッピングができるホームペー

これまでインターネットビジ

ここがこの本のメインで、筆

ポケベルからバーチャルリア

い用語を盛り込むのは初心者

ネスを解説した本は、個人や

者たちがインターネット上に作

リティまで26 アイテムを主婦

向けの本としては不適切であ

小規模の企業には関係のない

られたメキシコのショッピング

の視点で描いている漫画と、

る。また、この漫画と文章の

話が多かった。しかし、本書

モールに出店した経緯を記し

商品を解説する文章で構成さ

内容がかみ合っていない。漫

は今までの本と異なった視点

てある。さらに、ホームページ

れる。気楽にマルチメディア

画では主人公がマッキントッ

で書かれている。まず、いき

を作成してくれる会社リスト

商品を知ることができる本だ。

シュに興味を持ち、マックが

なりインターネット上のショッ

やWWW のページを載せてく

漫画は、消費者の視点で商品

しばしば登場しているが、
「パ

ピングモールでの買い物から始

れるレンタルサーバーの価格表

をとらえることに成功してい

ソコン」を解説した文章では

まる。続いて、インターネッ

も資料として掲載されている。

る。商品を知っていても、お

「通信機能充実のウインドウズ

トの歴史、しくみ、セキュリ

これなら、個人や中小企業で

おこんな風に思われているんだ

マシンで決まり」とか「買う

ティ問題を扱い、インターネ

もインターネットでビジネスが

なと読んでいて思ってしまっ

ならマックよりもウインドウズ

ットをビジネスに活用する企業

できるだろう。いろんな人が出

た。一方、それを受ける解説

マシン」といっている。文章

のホームページを紹介。最

店を始めたら、地方の特産品

の文章だが、専門用語が混じ

部分がつまらないわけではな

後に、自分たちで

や、そこでしか手に入れるこ

っていても、ポンポン進んでし

い。
「テレビ電話」を体験で

オンラインシ

とのできないもの、ガレージセ

まって読 みにくい。 巻 末 の

きる場所として、テレビ電話

ジを公開することに、5 章以
降の90 ページをさいている。

ールの品までオーダーできるだ

『思いーっきり遊べる

らないだろう。ビットなどの基

マルチメディア

電脳玩具』

「電脳キーワード」でひいて

ろうな、と夢を見てしまう。

も基本的な用語が出て

しかし、一番大事な決済と発

いない。パソコンの

送に関する方法が記されてい

なんたるかを

ないのは残念である。筆者の

知 ろうと

本的な用語を解説せず、新し

設置のテレクラを紹介してい
るのには驚かされる。風
俗で知るマルチメデ
ィアも面白いか
もしれない。

出店計画は継続しているそう
松本洋志、
柳沢安慶著
翔泳社発行
204 頁 1600 円
ISBN ：4-88135-299-7
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なので、早くも続編の出版を
待たねばなるまい。
電脳おまかせ探検隊編・著
くらた美香作・画
日経BP 社発行
221 頁 1200 円
ISBN ：4-8222-3010-4
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田中

機械のしくみを学ぶイラスト集
『メカニズム解剖図鑑』

亘著
インプレス発行
157 頁 980 円
ISBN ：4-8443-4718-7

る図版と似たものや、断面図
や概観図が多い。そのほかの

30 代以上の男性なら子供

ものは、断面図や概観図に原

の頃の少年誌によくあった巻

理や構成の説明図が加わって

頭カラーページ「完全図解○

いる。誌面の上部 5 分の3 を

○のひみつ」を憶えているだ

図が占め、下 1 段が解説文だ

ろう。SF チックなカラーの図

が、内容は概要程度しかない。

解と人目をひくコピー、わく

図解の中に専門用語があって

わくする文章を夢中で読んで、

も解説されていない場合がし

知識を得た人もいるだろう。

ばしばある。そのため、これで

コンピュータやインターネット

機械のしくみがバッチリわかる

を使っている人にはマニュアル

ことはなく、よくわからないま

や図解の好きな人が多いよう

まその項目は終わってしまうの

Windows95 の秋である。

はデスクトップの操作を中心

だ。そんな人たちに向いてい

だ。多くは原理や構造を1 カ

Windows3.1 のユーザーは、

に、メニューやプロパティ、ウ

るのが本書である。電子レン

ットで説明しようとして、メ

95 にしようか、NT にしよう

ィンドウ操作、アプリケーシ

ジからスペースシャトルまで、

ーカー資料にありがちな図に頼

か、思案にくれているところ

ョンの起動など図解で説明し、

約150 点の機械の構造や原理

ってしまっている。とはいえ、

だと思う。ネットワーク機能

後半はQ&A、セットアップ操

を図で説明する。電子レンジ

図解を見ているだけで、
「完全

や32 ビットOS などの機能強

作の概要と続いている。ネッ

などの家電製品は、マニュ

図解○○のひみつ」を彷彿さ

化と並ぶセールスポイントの

トワークやOS の32 ビット化

せる楽しさがある。わかっ

GUI を、眺めてわかるように

の説明はほとんどされていない

た気になる雰囲気を味

説明したのがこの本だ。いか

のでWindows3.1 からの移行

にもMS-DOS の上に被せたと

を考えているときには参考にな

言わんばかりのWindows3.X

らないが、Windows95 のGUI

から一転して、電源入れたら

について知りたい初心者や、

ユーザーフレンドリー、初心

マッキントッシュユーザーには

者にもやさしいWindows95の

読みやすいと思う。後半のセ

進化を、画面を中心に説明し

ットアップ操作の概要も画面

ている。図版を使って解説し

がふんだんに盛り込まれている

ているため、初心者でも読み

のでセットアップのときに傍ら

やすい。マイクロソフト独自

置いておくと便利だ。

アルによくある部位や
スイッチの位置

発売前に体験する
Windows95
の用語も現れたときに解説さ
れている。 ところどころに

『できる Windows95 ―
Preview Program』

ているので、3.1 ユーザーにも
わかりやすくなっている。前半

わおう。

を説明す

Windows3.1 との比較が載っ

和田忠太著
日本実業出版社発行
214 頁 1500 円
ISBN ：4-534-02304-9

WinodwsNTで始めるネットワーク
『体感Windows NT
ここが違う簡単NT3.5』
Windows3.1 から乗り換え

ステーション版でのさまざまな

版を

相手との接続（ワークステー

要 所 に盛

ション同士、Windows NT サ

り込み、読者に

ーバー、Windows95 マシン、 「体感」させている。

る候補としてあげられるOS に

W i n d o w s 3 . 1 マシン、

後半は、セキュリティ機能

はWindows NT もある。個人

NetWare サーバー、TCP/IP

やディスクのパーティション管

で使うのならWindows95もい

でのインターネット接続）を

理、バックアップ機能など管

いが、 会 社 内 で使 うのなら

次々と説明する。最後にRAS

理保守に関わる機能に重点を

Windows NT も捨てがたい。 （ Remote Access Service）

おいている。Windows NT サ

Windows NT にはサーバーと

による遠隔地接続を説明し、

ーバーに関する記述には、物

ワークステーション（クライア

Windows NT をクライアント

足りなさが感じられる。あっ

ント）があり、概要では基本

にしたときに接続できるマシン

さりした読み心地なので、管

的な機能やサーバー／クライ

の解説で締めくくっている。

理者を志望するなら読後にも

アントの接続構成などについ

これがこのWindows NT の解

う少しサーバーに関するヘビー

て説明している。ネットワー

説書のポイントの1 つになって

な本を探すとよい。

クを解説した章になるとワーク

おり、どのケースも画面の図
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NEC C&C システム
教育事業部著
NEC クリエイティブ発行
201 頁 1800 円
ISBN ：4-87269-010-9
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