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【はじめに   このインターネット活用練習ドリルについて】 

 

 本ドリルは、ぱそとも講座などでインターネットの使い方の基礎を学ばれた生徒

様向けに、実生活でもインターネットを活用できる応用力のあるスキルを付けて頂

くことを考えて作成致しました。 

 

 インターネットは現代人にとって第２の頭脳であり、解決のためのツールです。

実生活で困った時、何かしたい・何か知りたいと思った時など、インターネットを

正しく使えると、それが大きな手助けとなります。 

 

 

 インターネットの世界は日進月歩ですので、常に変わっていきます。例えば、

Yahoo! Japan の画面でさえ、昨日表示した時と今日表示した時では少し違って

いることもありますし、他の多くのサイトも突然画面のレイアウトが変わったりボ

タンの位置が変わったり、使い方が変わったりすることが当たり前にあります。 

 

 ですので、ぜひ生徒様に身に付けて頂きたいのは、「いろいろ考えて探して触っ

て間違えたりしながらも、自分でどうにか解決できるインターネットのスキル」で

す。例えば何かの情報を検索する時、検索の方法の正解は一つではなく、キーワー

ドの選択肢の正解も一つではなく、いくつもあります。 

 

いろいろ考えて探して触って試して間違いつつ慣れて頂くと、だんだんと効率的

に比較的間違えずにインターネットを使える「コツ」を身に付けて頂くことができ

ます。そのため、こちらのドリルでは、詳細な画面表示や押して頂くボタンの位置

などの説明は全て省いており、ぱそとも講座の知識を前提にして、インターネット

の世界やインターネットの考え方に慣れて頂くためのものとなっています。 

 

各設問に関して先ずは、いろいろご自分で考えて探して触って試して頂き、うま

くいかない場合や不明な点があれば、どんどん教室インストラクターに聞いて頂き

つつ、ぜひ実践的なインターネット活用スキルを身に付けてください。失敗しても

間違ってもパソコンが壊れることはありませんので、安心して挑戦してください。 

 

インターネットを日常的に使いこなせるようになると、世界が一つ広がります。

このドリルが、そのための一助となれば幸いです。 
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【検索の際のルール 少しだけ復習】 

１． 検索サイトの「検索ボックス」にキーワードを入力して検索すると、 

その入力したキーワードを含む Web ページを検索して候補を表示できます。 

 

２． ブラウザ（Internet Explorer など）のアドレスバーには、URL という 

Web ページの住所（http://www.google.co.jp など）を入力して確定し、

そのページへ移動することもできますし、キーワードを入力していつでも 

検索ボックスとして使うこともできます。 

 

３． インターネットのページ上では、色の変わった文字（多くの場合は青文字）

や目立つ画像などのところにカーソルを合わせ、指の形に変わったらクリッ

クすると、その文字や画像の示している情報に関してのより詳しいページに

移動することができます。 

 

４． 検索をするときにスペースキーで間を区切って名刺を中心にキーワードを 

複数入力することで、複数の言葉を含むサイトを「AND 検索」できます。 

 

５． キーワード検索をした際には、「広告の表示」と「検索候補の表示」との区別

を意識しながら、どの検索候補をクリックするかを選びます。 

  

検索ボックス 

アドレスバー 

広告表示部分 

検索候補 

指型になったらクリック 



 4 / 23 ぱそともドリル_インターネット活用練習.docx 

インターネット活用練習コース No.001 『温泉旅行に行きたい』 

 

【設定】夫婦 2 人で温泉旅行に出かけることにしました。 

    以下の情報をインターネットで検索し、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．お住まいの地域から 2 時間以内で行ける温泉地を一つ検索してください。 

   ※検索ヒント「（お住まいの地域名） 近隣 温泉地」など 

 

 

Ｑ２．その温泉地で泊まりたい旅館を一つ検索してください。 

   ※使用サイト「じゃらん」「楽天トラベル」「一休.com」など 

 

 

Ｑ３．その温泉地近くでお昼に食事に行きたい場所を一つ検索してください。 

   ※使用サイト「食べログ」「ぐるなび」など 

 

 

Ｑ４．その温泉地の最寄り駅に 12:00 までに着けるように、 

自宅最寄駅から乗換経路を検索してください。 

   ※使用サイト「Yahoo! 路線」「駅探」など 

 

 

Ｑ５．その温泉地付近の地図を表示して、A4 用紙 1 枚に印刷してください。 

   ※使用サイト「Google Maps」など 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.002 『冷蔵庫が壊れた！』 

 

【設定】家の冷蔵庫が突然壊れてしまい、買い替えたいと思います。 

    以下の情報をインターネットで検索し、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．150,000 円未満で 100L 以上の大きさの冷蔵庫を検索し、 

購入候補の商品の型番を一つ書いてください。 

   ※使用サイト「価格.com」など 

 

 

Ｑ２．その冷蔵庫を使っている人の感想（クチコミ）を調べて、 

       良い評価と良くない評価を一つずつ簡潔に書いてください。 

 

 

Ｑ３．その冷蔵庫を販売しているお店を確認し、 

     クレジットカードでの支払いが可能な店舗を一つ書いてください。 

 

 

Ｑ４．その冷蔵庫を販売しているお店の中で、 

     最も安く販売しているお店の販売金額と 

最も高く販売しているお店の販売金額をそれぞれ書いてください。 

 

 

Ｑ５．その冷蔵庫を最も安く販売しているお店のページに移動して、 

    お買い物カートに商品を入れてみてください。 

（ログインや個人情報入力しての購入まではしないでください） 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.003 『お腹が痛い！』 

 

【設定】日曜日の朝、突然お腹が痛くなってしまいました。 

    以下の情報をネットで検索して、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．お腹の右わき腹がチクチクと痛む場合の原因として考えられることを、 

         インターネットで検索して回答してください。  

   ※検索ヒント「右わき腹 痛い 原因」など 

 

 

Ｑ２．Ｑ１で調べた原因に関しての応急処置の方法を、 

    インターネットで検索して回答してください。 

   ※検索ヒント「（調べて出てきた原因名） 応急処置 方法」など 

 

 

Ｑ３．今週日曜日に空いている近隣の病院を検索して回答してください。 

   ※検索ヒント「（お住まいの地域名） 休日診療 内科」など 

 

 

Ｑ４．調べた病院の評判をインターネットで検索して簡潔に回答してください。 

   ※検索ヒント「（Ｑ３で調べた病院名） 評判」など 

 

 

Ｑ５．その病院と自宅とを含めた地図を表示し、A4 用紙 1 枚に印刷してください。 

   ※使用サイト「Google Maps」など 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.004 『夕食の献立が決まらない！』 

 

【設定】冷蔵庫にある残り物を使って夕食を作りたいです。 

    以下の情報をネットで検索して、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．レシピ検索サイトである「クックパッド」を検索し、表示してください。 

   ※検索ヒント「クックパッド」など 

 

 

Ｑ２．クックパッド内で検索をし、「豆腐」「豚肉」「トマト」を主に使った 

          レシピを検索し、検索された料理名を一つ書いてください。 

 

 

Ｑ３．あまり手間を掛けたくないので、「時短」でできるレシピに絞り込み、 

また候補の料理名を一つ書いてください。 

 

 

Ｑ４．Ｑ３で検索したレシピの内容を表示し、 

レシピ内容を A4 用紙 1 枚程度におさまるようにうまく印刷してください。 

 

 

Ｑ５．Ｑ３で検索したレシピを実際に作ってみた人の「つくれぽ」を 

   確認して、その感想を一つ簡潔に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.00５ 『美味しいラーメンが食べたい！』 

 

【設定】今日のお昼はラーメンを食べに行きたい気分です。 

    以下の情報をネットで検索して、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．お食事場所検索サイトである「食べログ」を検索し、表示してください。 

   ※検索ヒント「食べログ」など 

 

 

Ｑ２．ご自宅最寄駅 500m 以内で、ラーメン屋さんを検索して、 

１つ、候補のお店の店名を書いてください。 

 

 

Ｑ３．食べに行った人の評価が高いお店の順番に並び替えて、 

               一番評価の高いお店の店名を書いてください。 

 

 

Ｑ４．Ｑ３で調べたお店を食べに行った人の「クチコミ」情報を見て、 

     良い評価と良くない評価の内容を１つずつ簡潔に書いてください。 

 

 

Ｑ５．Ｑ３で調べたお店のクーポン（あれば）と地図を表示し、 

      A4 用紙 1 枚くらいにおさまるように印刷してください。 

 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.00６ 『美味しいラーメンが食べたい！続』 

 

以下の情報をネットで検索して、回答を記入してください。 

 

Ｑ６．Ｑ３で調べたお店の外観写真とメニュー写真とを表示し、 

確認してください。 

 

 

Ｑ７．Ｑ３で調べたお店のメニューの中で、 

ぜひ食べたいメニューを一つ調べ、その商品名を書いてください。 

 

 

Ｑ８．ラーメンを食べた後にデザートも食べに行きたいので、 

   Ｑ３で調べたラーメン屋さん近くでデザートや甘味を扱っているお店を調べ、 

   検索された店名を一つ書いてください。 

 

 

Ｑ９．Ｑ８で調べたお店の「クチコミ」や「写真」や「メニュー」を調べ、 

      ぜひ食べたいメニューを一つ、書いてください。 

 

 

Ｑ１０．Ｑ８で調べたお店の定休日や開店時間を調べ、 

簡潔に書いてください。 

 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.007 『音楽を聴きたい！』 

 

【設定】家でパソコンを使ってインターネットから音楽を掛けたいと思います。 

    以下の内容で検索したり、音楽再生をしてみてください。 

※音楽再生の際、デスクトップパソコンではヘッドフォンが必要なことがあります 

 

Ｑ１．美空ひばりさんの「川の流れのように」を聞きたいので、 

     検索して動画を表示し、音楽を聞いてみてください。 

   ※使用サイト「You Tube」など 

 

 

Ｑ２．フランクシナトラさんの「My Way」を聞きたいので、 

       検索して動画を表示し、音楽を聴いてみてください。 

   ※使用サイト「You Tube」など 

 

 

Ｑ３．適当な Jazz の音楽を聴きたいので、 

       検索してネットラジオを聞いてみてください。 

※使用サイト「JazzRadio.com」「TuneInRadio」「AccuRadio」「ListenRadio」 

 

 

Ｑ４．日本のラジオ局の放送から音楽を聴いたいので、 

       検索してネットラジオを聞いてみてください。 

   ※使用サイト「radiko.jp」「NHK ラジオ」など 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.00８ 『本を読みたい！』 

 

【設定】読んだことのない往年の名著や新しい本と出会ってみたいと思います。 

    以下の内容で検索したり、本を読んだりしてみてください。 

 

Ｑ１．著作権フリーの書籍を読めるサービスで、 

 夏目漱石「吾輩は猫である」・太宰治「走れメロス」を読んでみましょう。 

   ※使用サイト「青空文庫」など 

 

 

Ｑ２．同じく、著作権フリーの書籍を読めるサービスで、 

  ヘミングウェイ「老人と海」・ユゴー「レミゼラブル」を読んでみましょう。 

   ※使用サイト「青空文庫」など 

 

 

Ｑ３．ネット最大の本屋さんでもある Amazon で、 

   一番売れている「新書本」を検索して、答えを書いてください。 

   また、目次や本の中身のサンプルが見られれば、見てみましょう。 

   ※検索ヒント「Amazon 新書本 ランキング」など 

 

 

Ｑ４．丸善・ジュンク堂などと提携のネット本屋さん「honto」で、 

   新刊のミステリーの書籍を検索して、 

表示された結果から一つ書いてください。 

※使用サイト「honto」など 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.0０９ 『天気を知りたい！』 

 

【設定】今日と明日の近所の天気・東京の降雨状況・海外の天気等調べてみましょう。 

    以下の内容で検索し、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．お住まいの地域の今日の時間ごとの天気予報を調べ、 

          今夜の降水確率と気温の予報を書いてください。 

   ※使用サイト「Yahoo!天気」「日本気象協会」など 

 

 

Ｑ２．同じく、お住まいの地域の明日の天気を調べ、 

          最高気温と最低気温を書いてください。 

   ※使用サイト「Yahoo!天気」「日本気象協会」など 

 

 

Ｑ３．東京限定サービスですが、アメッシュを使い、降雨状況を調べてください 

（スマホアプリでは全国版のアメミルもあります） 

※使用サイト「アメッシュ」など 

 

 

Ｑ４．ニューヨークの今日の天気を調べて結果を書いてみましょう。 

   ※検索ヒント「ニューヨーク 天気」など 

 

 

Ｑ５．大阪の明日の天気を調べて結果を書いてみましょう。 

   ※検索ヒント「大阪 明日 天気」など 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.0１０ 『ゲームをしてみよう』 

 

【設定】パソコンのインターネットでゲームをしてみましょう。 

    ネット対戦は気を遣うので・・ひとりで遊べるものをご紹介します。 

（ゲームのルールがわからない方はサイトの表示までしてみてください） 

 

 

Ｑ１．「麻雀」ゲームを遊んでみましょう。 

   ※検索ヒント「麻雀 flash」など 

※サイト URL：http://www.gamedesign.jp/flash/mahjong/mahjong.html 

 

Ｑ２．「オセロ」ゲームを遊んでみましょう。 

   ※検索ヒント「オセロ ゲーム 一人」など 

※サイト URL：http://html.seo-search.com/game/osero1.html 

 

Ｑ３．将棋をしてみましょう。 

   ※検索ヒント「将棋 flash」など 

※サイト URL：http://www.gamedesign.jp/flash/shogi/shogi.html 

 

Ｑ４．囲碁をしてみましょう。 

   ※検索ヒント「囲碁 flash」など 

※サイト URL：http://www.cosumi.net/play.html 

 

Ｑ５．パソコンで定番のトランプゲーム、ソリティアで遊んでみましょう。 

   ※検索ヒント「ソリティア ゲーム」など 

※サイト URL：http://www.gamedesign.jp/flash/card/card_jp.html 

※サイト URL：http://game.goo.ne.jp/choi/title/solitaire/ 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１１ 『芸能人などの情報を調べたい！』 

 

【設定】テレビを見ていて気になった番組や芸能人の情報を調べてみたいです。 

    以下の内容で検索し、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．今放送中の連続テレビ小説（連ドラ）が何か、調べて記入してください。 

   ※検索ヒント「連ドラ 放送中」など 

 

 

Ｑ２．その連ドラのヒロインを演じている女優が誰か、調べて記入してください。 

   ※検索ヒント「Wikipedia （Ｑ１で調べたドラマ名） ヒロイン」など 

 

 

Ｑ３．その女優が今までに演じた作品を調べ、一つ記入してください。 

   ※使用サイト「Wikipedia」など 

 

 

Ｑ４．その女優の家族構成、家族に有名人がいればその情報を記入してください。 

   ※使用サイト「Wikipedia」など 

 

 

Ｑ５．Ｑ１で調べた連ドラの主題歌と歌っている歌手の名前を記入してください。 

   ※使用サイト「Wikipedia」など 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１２ 『家のテレビの説明書を見たい！』 

 

【設定】家のテレビの使い方がわからず困ってしまい、説明書も見つかりません。 

    家で使っているテレビを、仮に東芝の「55G20X」というテレビとし、 

インターネットで以下の情報を調べて検索してみましょう。 

 

Ｑ１．メーカーの取扱説明書ダウンロードサービスサイトへ行ってみましょう 

   ※検索ヒント「東芝 説明書 ダウンロード」など 

 

 

Ｑ２．「55G20X」の説明書をダウンロードして、開いてみてみましょう。 

 

 

Ｑ３．家電品などのクチコミサイトを見て、「55G20X」の使い方に関して 

   同じように困っている人がいないか調べてみましょう。 

   ※検索ヒント「東芝 テレビ 55G20X クチコミ」など 

   ※使用サイト「価格.com」など 

 

 

Ｑ４．新しいテレビへの買い替えも検討したいと思います。 

   50 インチ以上の東芝の液晶テレビで、今一番評価が高いものを調べ、 

   その機種名と価格を書いてください。 

   ※使用サイト「価格.com」など 

 

 

 

 

 

 お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１３ 『プレゼントを贈りたい！』 

 

【設定】友人や家族へのプレゼントを、ネットで探してみましょう。 

    以下の内容で検索し、回答を記入してください。     

 

Ｑ１．最近結婚した女性向へのお祝いのプレゼントをネットで探し、 

候補を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「結婚祝い 女性 プレゼント」など 

   ※使用サイト「楽天」「Yahoo!ショッピング」「Amazon」など 

 

 

Ｑ２．誕生日を迎える男性に革製の財布をプレゼントしたいと思います。 

     ネットで探し、候補を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「男性 革の財布」など 

   ※使用サイト「楽天」「Yahoo!ショッピング」「Amazon」など 

 

 

Ｑ３．友達である３０代の女性に珍しいアクセサリーをプレゼントしたいので、 

     ハンドメイド販売のサイトを検索し、購入候補を一つ書いてください。 

  ※検索ヒント「ハンドメイド アクセサリー」など 

  ※使用サイト「minne」「Creema」「tetote」「Retty」など 

 

 

Ｑ４．御菓子好きの親戚へ御歳暮を贈りたいと思います。 

  予算 5,000 円くらいで和菓子の御歳暮を検索し、候補を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「御歳暮 和菓子 おすすめ」など 

   ※使用サイト「楽天」「おとりよせネット」など 

 

 

 お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１４ 『近所のスーパーのチラシを見たい』 

 

【設定】夕食の買い物をできるだけ安く済ませたいので、 

複数のスーパーのチラシをネットで見てみましょう。 

 

Ｑ１．Web チラシ閲覧サイト「Shufoo!」のページへ行ってみましょう。  

   ※検索ヒント「チラシ スーパー」「Shufoo」「シュフー」など 

   ※サイト URL：http://www.shufoo.net/ 

 

 

Ｑ２．郵便番号・住所・駅名などで検索し、 

チラシが表示されたスーパーの店名を一つ書いてください。 

 

 

Ｑ３．実際にいくつかのスーパーのチラシを表示させて見てみましょう。 

 

 

Ｑ４．スーパーのお買い得商品情報を調べられるサイトに行ってみましょう。 

   ※検索ヒント「チラシ お得 情報」など 

   ※サイト名「Cookpad 特売情報」など 

 

 

Ｑ５．Ｑ４で表示したサイトで郵便番号を使って検索し、 

         特にお買い得な商品の情報を調べて一つ書いてください。 

   ※使用サイト「Cookpad 特売情報」など 

 

        

 

 お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１５  

『地デジ・BS・CS などのテレビ欄を見たい』 

 

【設定】テレビ欄や番組の詳しい情報をインターネットで調べたいと思います。 

    以下の内容を検索し、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．テレビ欄情報のサイトを表示してみましょう。  

   ※検索ヒント「テレビ欄 （お住まいの地域名）」など 

※使用サイト「Yahoo!テレビ G ガイド」「Smart ザテレビジョン」など 

 

 

Ｑ２．Ｑ１で表示したサイトを使い、 

今夜放送される映画を、地上波・BS・CS など調べて一つ書いてください。 

 

 

Ｑ３．Ｑ１で表示したサイトを使い、 

明日夜 10 時に NHK で何の番組があるか、調べて書いてください。 

 

 

Ｑ４．Ｑ３で調べた番組の詳しい情報を調べてみましょう。 

   ※番組名のところの文字をクリックするか、 

    Web 検索で番組名を検索し直してみてください。 

 

 

Ｑ５．Ｑ１で表示したサイトを使い、お好きな俳優（特になければ例えば小栗旬さん） 

      が出演する番組を検索し、表示された番組名を一つ書いてください。 

 

 

 

 お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１６ 

『スポーツの結果などを調べたい！』 

 

【設定】スポーツの結果を調べたり、過去の動画を見たりしたいと思います。 

    以下の情報を検索し、回答を記入してください。 

 

Ｑ１．大相撲の今場所の成績（今行っていない場合は先場所の成績）を表示し、 

     勝ち越している力士の名前を一つ記入してください。 

   ※検索ヒント「大相撲 結果」など 

 

 

Ｑ２．２０１１年の野球日本シリーズの結果を調べ、優勝チームを書いてください。 

   ※検索ヒント「2011 年 日本シリーズ 結果」など 

 

 

Ｑ３．荒川静香さんがトリノで金メダルを取った時の演技動画を再生してください。 

   ※検索ヒント「荒川静香 トリノ 動画」など 

   ※使用サイト「YouTube」「Google 動画」「Yahoo!動画」など 

 

Ｑ４．２０１5 年に行われた競馬のダービー（日本優駿）の結果を調べ、 

勝利した馬の名前を書き、レース動画も再生してみてください。 

   ※検索ヒント「2015 ダービー 結果」など 

   ※使用サイト「JRA」「競馬新聞の各サイト」など 

 

 

Ｑ５．２０１６年のリオデジャネイロ パラリンピックの 

日本のメダル数をネットで調べ、書いてください。 

   ※検索ヒント「リオ パラリンピック メダル数 日本」など 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１７ 

『Google 検索をフル活用したい！』 

 

【説明】Google の検索ボックスを使って、翻訳・計算・通貨計算など、 

    いろいろなことを実行してみましょう。 

 

Ｑ１．Google のページが表示されていなかったり、 

アドレスバー検索での標準の検索プロバイダーが Google でない場合は、 

Google 検索をするために Google のサイトへ移動しましょう。 

   ※検索ヒント「Google」 

 

Ｑ２．Google 検索で、「32＋25×3６÷6」の計算をして結果を書いてください。 

   ※検索ヒント「32+25*3６/6」など 

 

 

Ｑ３．Google 検索で、「万年筆」を英語で何というか調べ、答えを書いてください。 

   ※検索ヒント「万年筆 英語で」など 

 

 

Ｑ４．Google 検索で、「500 ユーロが何円か」を調べ、答えを書いてください。 

   ※検索ヒント「500 ユーロを円で」など 

 

 

Ｑ５．Google 検索で、「100 ポンドが何キロか」を調べ、答えを書いてください。 

   ※検索ヒント「100 ポンドをキロで」など 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１8 

『マイナス（除外）検索を活用したい！』 

 

【説明】Google などの検索ボックスで、-（半角ハイフン）を先頭に入れた言葉で 

    AND検索を行うと、特定の言葉を除外した検索ができます。 

 

Ｑ１．湯河原にある温泉で、硫黄という言葉を含まない温泉に関してのサイトを 

検索し、表示された結果から温泉名を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「温泉 湯河原 -硫黄」 など 

 

 

Ｑ２．広島の府中ではなく、東京の府中のカフェを検索し、 

       表示された結果からカフェの名前を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「府中 カフェ -広島」など 

 

 

Ｑ３．田園調布ではなく、調布市の神社を検索し、 

       表示された結果から神社の名前を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「調布市 神社 -田園」など 

 

 

Ｑ４．立ち食いではないお蕎麦屋さんを京都で検索し、 

       表示された結果からお蕎麦屋さんの名前を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「蕎麦屋 京都 -立ち食い」など 

 

 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０１９ 

『金融・経済情報・ニュースを調べたい！』 

 

【説明】インターネットを使って、金融・経済・ニュースなどに関して、 

様々な情報を調べてみましょう。 

 

Ｑ１．今の日経平均株価を調べ、答えを書いてください。 

   ※検索ヒント「日経平均株価」など 

 

 

Ｑ２．そもそも「日経平均株価とは何か」を調べ、答えを書いてください。 

   ※検索ヒント「日経平均株価とは」など 

 

 

Ｑ３．今の鉄道遅延情報を調べ、遅延している路線名を一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「遅延情報」など 

   ※使用サイト「Yahoo! 路線情報」など 

 

 

Ｑ４．今のトップニュースを調べ、検索結果からニュースを一つ書いてください。 

   ※検索ヒント「ニュース」など 

   ※使用サイト「Yahoo! ニュース」「Google ニュース」など 

 

 

Ｑ５．日本郵政の現在の株価を調べて、答えを書いてください。 

   ※検索ヒント「日本郵政 株価」など 

 

 

 

お疲れ様でした 
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インターネット活用練習コース No.０２０ 

『芸能人などのブログや Twitter を見たい！』 

 

【説明】芸能人や有名人の中には、ブログや Twitter や Facebook や Instagram 

    などで情報を発信している人たちがたくさんいます。 

    検索して情報を覗いてみましょう。 

 

Ｑ１．お好きな有名人のブログを検索して、記事を見てみましょう。 

 ※検索ヒント「ブログ （好きな有名人）」「blog （好きな有名人）」など 

※芸能人ブログ例「佐々木希」さん「北川景子」さん「井上真央」さん 

「福士蒼汰」さん「錦織圭」さん「香川真司」さん「市川海老蔵」さんなど 

 

Ｑ２．お好きな有名人のツイッターを検索して、ツイートを見てみましょう。 

 ※検索ヒント「ツイッター （好きな有名人）」「twitter （好きな有名人）」など 

 ※芸能人ツイッター例「松本人志」さん「有吉弘行」さん「広瀬すず」さん 

 「大島優子」さん「田中将大」さん「糸井重里」さん「ダルビッシュ有」さんなど 

 

Ｑ３．お好きな有名人のインスタグラムを検索して、投稿写真などを見てみましょう。 

 ※検索ヒント「インスタ （好きな有名人）」「instagram （好きな有名人）」など 

 ※芸能人インスタ例「長澤まさみ」さん「松田龍平」さん「桐谷美玲」さん 

 「柴咲コウ」さん「ミランダ・カー」さん「レディー・ガガ」さんなど 

 

Ｑ４．お好きな有名人のフェイスブックを検索して、情報などを見てみましょう。 

 ※検索ヒント「フェイスブック （好きな有名人）」「facebook （好きな有名人）」 

 ※芸能人フェイスブック例「村上春樹」さん「坂本龍一」さん「安室奈美恵」さん 

 「Perfume」さん「鈴木亮平」さん「山田孝之」さん「岡崎慎司」さんなど 

  

Ｑ５．有名人のものではなく、教室のブログなども検索・表示してみましょう。 

 ※検索ヒント「ブログ (教室名)」など 

お疲れ様でした 


