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 アンケート入力は、自治体のアンケートで、そ

れぞれで入力方法が違い、最初はなかなか慣れず、

まず覚えるのに時間がかかり、自分自身に苛立つ

こともありました。 

数をこなすにつれ、入力は覚えたけれどスピー

ドが上がらず、一枚が終わるのにも時間がかかり、

早く次にいこうと思えば思うほど、焦り入力ミス

が出て、余計に時間がかかっていました。 

あまり焦らず、確実にミスのないように一つひ

とつ時間がかかっても、入力できればと思い、入

力していくと入力ミスはあまりしなくなったの

で、結果的には良かったのかなと思います。 

（S.N.） 

えがお工房 8 の二つの事業所では毎日就労に向けての訓練や仕事に励んでいます。もち

ろん時には楽しいレクリエーションも。そんな 8 月の様子です。 

☆ アンケートデータ入力に取り組みました☆ 

 

７月から８月にかけて、４つの自治体が実施し

たアンケート結果をパソコンに入力しました。住

民の自治体に対する評価から中高校生の意見まで

様々な種類のアンケートがあり、高齢者から若者

まで、広く生の声を聞く思いがして、とてもやり

がいのある仕事でした。 

 項目の中には自由記述の部分もあり、かなり長

い文章や、達筆すぎて読みにくい文字が混じって

いたりして、入力には苦労しました。また、多数

の項目が並んでいる問もあり、入力した結果がズ

レないように注意しました。 

 出来るだけ速く入力することを心がけました

が、速すぎるとミスが増えたりして、ちょうどよ

い速さをつかむまで半日ぐらい必要でした。ただ、

テンキーのタイピングが少し速くなった様な気が

します。 

 今回のアンケート入力で広い年齢層の方々の意

見を垣間見て、自分自身とても勉強になりました。 

（N１） 

7 月、8 月と北陸、近畿あわせて 4 つの自治体のアンケートデータ入力の仕事を受注さ

せていただきました。就労継続支援 A 型事業所 えがお工房 8 クリーンと就労移行支援事

業所 えがお工房 8 たんと 2 つの事業所が協力して一生懸命に作業しました。 

まだ、慣れないこともあり、細かなミスもあったり、時間がかかったり、四苦八苦しまし

たが、徐々に慣れてきて、しっかりと入力できるようになってきました。 

今後も経験を重ね、ミスなく、期間内に仕上げ、お客様に信頼されるように努力していき

たいと思います。 

今回は、えがお工房 8 クリーンの二人に仕事の感想を書いてもらいました。 
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私はホームページを作成する課題を行いました。 

xhtml コードの基礎を先生に教えてもらい、実際

に作ってみましたが、予想以上に難しかったです。 

構成した通りのホームページを作成するために、

何度も何度もテキストを見返したり、先生に聞いた

りしました。どう考えても間違いはないのに、うま

く動かないと思ったらスペルミスがあったり、設定

を忘れていたり・・ 四苦八苦はしますが、最終的

に構成した通りのものが出来た時の喜びはひとしお

なので、面白いと感じました。 

機会があれば自分のホームページを 

作ってみたいと思います。 

（こたじろう） 

by 文書作成講座 

皆さん、こんにちは。メタメタと申します。メタ

メタのメタはメタボリックシンドロームで、メタボ

２倍という意味でメタメタです 

前回は「PC スキル向上に邁進している」記事を

書きましたが、今まさに P 検準二級タイピングテス

トを受けるその時なのです。学生時代以来の緊張を

心地よく思い楽しんでいます。さて、結果は、後半

にて……。 

（試験中……） 

試験終了後に PC の画面を見ると「55 点！」。最

初の感想は「あぶない！ギリギリかよ！」。そう、わ

ずか５点差での合格なのです。私の心は「まじめに

勉強しよう」という決心へと誘われました。さあ次

は P 検準２級本試験、全力でガンバリます。結果は

次回へと続きます。 （メタメタ） 

お盆休みに白峰と和倉温泉の加賀屋に泊まった

ことが印象に残りました。 

白峰では弟と甥の勇人君と一緒に、最初に釣り

堀に行きました。普通の釣りなかなか釣れないけ

れども、釣り堀は入れ食い状態で大物も釣れまし

た。釣った魚は料理してもらえて、ヤマメや塩焼

きに、ニジマスは刺し身にしてもらい、とても美

味しかったです。 

白峰の恐竜パークでは、化石発掘のコーナーで

自分で軍手とハンマーとメガネを着けて発掘作業

自分は何ヶ月前かに北海道から順番に観光地を

調べました。東日本から東海道までの観光地をた

くさん調べて多くの観光地をたくさん見て、入力

をし、その観光地を見ながらいっぱい調べました。

観光を調べたり観光の入力をするのがけっこう大

変ですが観光のよい名所を調べることもありま

す。マイワークでよく観光を調べることはとても

良くて、たくさんの観光地を多く調べました。目が

痛くなったり手が痛くなったりすることもあり、

調べるのはけっこう 

大変でした。（M.I.） 

を体験できたのが面白かったです。白峰での最

後には白峰温泉の総湯に入りました。前に一度

だけ行ったことがあったけれど、ちょっとヌル

っとしていて肌に良さそうな良い温泉でした。 

加賀屋さんはとても大きな、ホテルみたいな

温泉旅館で、食事も温泉もとても良かったで

す。今度行くときは、もっとゆっくりしたいな

あと思いました。 

夏休みの思い出がたくさんできました。 

（たけさん） 

僕が初めてえがお工房８たんとに来た時、とても

ドキドキして周りにとけ込めませんでした。最初

は、他の事業所に行こうか８たんとにしようか迷い

ました。そして、悩んだ結果、８たんとに行くこと

に決めました。実際に講座を受けてみるととても楽

しかったけど、ほとんど喋れず、周りについていけ

ませんでした。 

しばらくして周りとの会話についていけるように

なり、ホテルでの実習やビルの清掃作業をすること

になりました。分からない事もあったけどスタッフ

さんの指導もあってホテルやビルの清掃も出来るよ

うになり、今では週３日でホテルの清掃作業をして

います。 

８たんととは、どんな人でも気軽に来られるとこ

ろなので良いと思います。僕は、そんな８たんとに

来て良かったです。        （タッキー) 



第 15 号 えがお通信 2015 年 8 月 25 日 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 18 日の火曜日に、めいてつエムザのイベン

トである大恐竜ワールドに行きました。そのイベン

トでは多くの謎に包まれた恐竜の世界を体感できま

す。福井の恐竜博物館の全面協力を得て、北陸地方

を含む世界各国で発見された恐竜骨格標本や化石の

数々を一堂に紹介しています。勝山で発見された新

種恐竜化石の初展示も見逃せません。 

自分が大恐竜ワールドに行ってみたら中国で見つ

かった恐竜トウジャンゴサウルスやモンゴルで発見

された恐竜タラルルスの復元骨格などが展示されて

いました。勝山で発見されたフクイサウルスやフク

イラプトル複製も展示されていました。福井で発見

されたドロマエオサウルス類の複製やブラキオサウ

ルスの頭骨の復元模型やプラテオサウルスの骨格や

カマラサウルスの骨格やステゴサウルスの頭骨やデ

イロングの骨格やアパトサウルスやディプロドクス

など竜脚類の頭骨の化石が展示されていました。 

はじめに大恐竜ワールドに入る前にカルカロドン

トサウルスを見て写真を撮りました。他にもワニの

歯や骨などの化石や福井の新種の恐竜の化石が展示

されていました。始祖鳥や鳥類の化石も展示されて

いました。 

大恐竜ワールドを見終わって恐竜ショップに入っ

て恐竜のお菓子やティラノサウルスのフィギュアや

ジュラシックミュージアムやイクチオサウルス骨格

組み立てキットを記念品として買いました。めいて

つエムザに１人で行ったのは初めてだったのです

が、１人で恐竜のイベントに行けてとても楽しい一

日だったと思います。 （祖濱智光） 

水引講座では講師の先生に教えてもらって毎回違

う作品を作っています。 

１回目は淡路結びという基本の練習をし、淡路結

びから梅結びという発展した作品も作りました。そ

のときに紙で箸袋も作ったのでみんなで自分の作っ

た箸袋に自分の作った水引作品を接着剤で貼りまし

た(ポチ袋にも１つ貼りました)１回目の作品は前回

のえがお通信に写真付きで載ってます☆ 

２回目は梅結びの練習と、淡路結び連続と梅結び

の両方を使った髪飾りを作り、それは私にとっては

少し難しく最後は先生やスタッフさんに手伝っても

らいました…。 

３回目は短い水引を使って同じ大きさの梅結びを

作る練習だったので、同じ大きさにするのは難しか

ったですが楽しかったです(ちなみにその水引作品

はストラップとヘアピンになりました！) 

４回目は淡路結びの少し難しいやり方で淡路結び

連続を行いブレスレットを作りました。梅結びも作

ってブレスレットの飾りの一部として目立っていま

す。ビーズを途中に入れたりなどして楽しかった半

面、一度混乱すると先生を呼ばないと次に進まない

ので大変でした。でも無事に完成しました。 

５回目は水引を使った玉を作る練習だったのです

が、その回は玉を無事に自力で完成できる人と、先

生に教わってその後自力で完成させた人と、先生に

教わっても全然できない人(その日に完成しなかっ

た人)と水引講座で初めて作品が完成する人と完成

しない人がいる日になりました。ちなみにその玉を

使ってネックレスを作る予定だったそうで、その

回に完成しなかった人は次回完成させる予定のよ

うです。私はその日に完成しなかったのですが、

次回完成させた後はどのような作品を作るのか気

になり、次回が楽しみです(完成した人が何を作る

のかも楽しみです) 

水引講座の中で自分は１番出席数が多いにも関

わらず他の人たちよりも覚えるのがすごく遅いの

で(早い人は１日で覚えてしまい羨ましいです)頑

張って先生に聞いたりしたり、先生の制作過程を

じっくりと観察して少しでも早く完成できるよう

になりたいと思います。 

水引講座は【女子限定】の講座らしいので、こ

のまま女子限定で何事もなく平和に(笑)続けてい

ければいいなと思います(笑) 

余談ですが、８たんとのホワイトボードに先生が

作ったと思われる作品(ポストカードに２匹の蝶

の水引が貼ってあるものです)があるので見てみ

てください！      （タックス大好き♡） 
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さて、前回のつづきのお話しです。 

仕事がうまくいかずに悩んでいた A さんですが、

先輩の T さんから、こんなアドバイスがありまし

た。「上司の○さんが『この指示で A さんはわかっ

たかなぁ』と心配していましたよ。これからは指示

された内容を A さんが復唱するといいですね。も

しわからなくても間違えていても、仕事を始める前

ですから大丈夫！A さんも安心して仕事ができま

すよ。」A さんは上司の○さんが心配されていたと

聞いてビックリしました。 

仕事で困ったり心配したりすることが無くなる

なら、少し勇気がいるけれど、聞いた内容を復唱し

てみよう！と思い、次の日から実

行してみました。初めは小さい声

でしか復唱できませんでしたが、

何度かしていくうちに慣れてき

ました。「自分から確認する力が

ついてきたね。やり直しが減って

助かるよ。」上司の○さんからそ

Web でも情報発信中！一般社団法人えがお工房８Web メディア 
 公式サイト：http://egaokobo8.com/ 
 Facebook ページ：http://www.facebook.com/egaokobo8/ 
 Yahoo!ストア：http://store.shopping.yahoo.co.jp/egaokobo8tanto/ 
 Twitter：https://twitter.com/smile8tweet/ 

 

  

次回 P 検・日商 PC 試験日程 

2015 年 9 月 11 日（金） 
※ 毎月第 2 金曜日開催 

☆体験会・見学会のご案内 ☆ 

就労移行支援 えがお工房８たんと 
9 月 15 日(火)～ 18 日(金) 

就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン 

9 月 10 日(火) ・ 11 日(金) 

■編集後記■ 

1 面で紹介した通り、7 月、8 月とアンケートデータ入力のお

仕事が立て続けに入ってきててんてこ舞い。ほかの仕事も詰ま

ってきて自分の処理能力の無さに、今更ながら情けない思いで

す。コンピュータのように CPU 上げたり、メモリを増設したり

できればいいのですけど…           （Pooh） 

当事業所で受験可能なP検(ICT プロフィシエンシー

試験)および日商 PC 検定どちらの試験にも知識問題が

あります。右記のように大抵はいくつかの選択肢から

回答を選ぶようになっています。 

それぞれの試験、レベル（級）によって難易度は違っ

てきますので、苦手な方は、低位の級の知識問題から勉

強してみましょう。 

コンピュータやネットワークに関する問題なので、

今回掲載したように英字の略語（用語）も多くなってし

まいます。 

こうした英字略語はまず、元の言葉を調べてみまし

ょう。 

たとえば、右上段の問題の場合は、「アプリケーショ

ン」という言葉に注目、アプリケーションという単語が

含まれる言葉は一つだけ。下段の問題は「検索エンジ

ン」という言葉、頭はみんな S ですが、もとの単語を

調べてみればすぐにわかりますね。 

 

資格試験問題にチャレンジ！ 

■解答 1.日商PC検定3級共通分野 ········ 1 

 アプリケーション・サービス・プロバイダー 

 （Application Service Provider）  

 2.日商PC検定3級共通分野 ········ １ 

 検索エンジン最適化 

 （Search Engine Optimization） 

1.日商 PC 検定 3 級共通分野 

Q.インターネットを通じてサーバーやアプリケー
ションなどの機能を提供する事業者をなんと呼
びますか。次の中から選びなさい。 

１.ASP  2.ISP  3.FTP 

FOM 日商 PC 検定試験 データ活用 3 級完全マスター より 

「ポジティブになるチカラ」 
～ スマイル・ルール No.16 ～ 

～ A さんの場合 Vol..2 ～ 

う言われて嬉しくて、また明日からがんばろう！

と思えたそうです。 

A さんはポジティブになりましたね。みなさん

も仕事を始める準備として、日頃から復唱するク

セをつけてみませんか？ 

      スタッフ haha 

2.日商 PC 検定 3 級共通分野 

Q.あなたが自社のホームページを検索エンジンで
検索した結果、下位表示でした。上司から上位
表示になるよう対応する旨の支持がありました
が、そのような対応策を何といいますか。 
次の中から選びなさい。 

1.SEO  2.SCM  3.SEM 
 


