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私たちの暮らしには切っても切り離せない存在となっているコンピュータ。日々
の進化はとても目まぐるしいものがあります。将来、５年後１０年後には一体
どのような社会に我々を導いているのでしょうか。とても便利な世界でしょうか？
それとも…？
ey, I just got a new phone”. How many times
mmmmmhave you heard that! It seems that consumer
nnnnnnn electronics become outdated very quickly. What state of
the art technology one day, quickly becomes obsolete the next.

H

My first cell phone made phone calls. It had caller I.D. and
a phone book. My new phone has a camera, dictionary, language
translator, I.R. bar code reader, internet access, games, F.M. radio
receiver, video, calendar and many more functions that I have not
discovered yet. I just wonder how long this phone will last before I
have to buy the next “Latest model”.
As we all know, modern mobile phones, and most other consumer
electronics are really small computers. Technological
improvements change quickly in this industry. I can remember
when computers didn’t have hard drives and we kept all programs
on 5 and a quarter (5.25) inch floppy disks. There was no such
thing as the Internet or the World Wide Net. Now, it is hard to
imagine we could do without computers. E-mail has largely
replaced letters written on paper. We can even watch movies and
listen to the radio on our computers.

What is in the future? Companies are now working on new ways of
increasing memory capacity. Soon, we may be using single ions or
maybe even single charged atoms to record data.This would mean a
vast increase in the amount of data that could be stored.
The next step in computers may be quantum computers. Quantum
computers are based on quantum theory and could mean a great
increase in speed and performance. Quantum computers will
probably be in the development stage for some time. There are still
many theoretical and practice problems to solve, such as size and
energy requirements.
Regardless of the obstacles , I am sure computers will continue to
grow and change. Some of the above technologies may one day be
involved in supercomputers and artificial intelligence. One day,
there may be a computer talking about what it thinks will be the
future of computing. Personally, it sounds like an exciting time and I
hope I’m there to see it.
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Scott Mcdonald / James English School

Netiquette
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多くの人がコンピュータを使うこの時代。安全に、そし
て楽しいネットライフを続けるためにはネットマナー、
〜ネチケット〜を守りましょう。

〜 ネットマナーを守ろう〜

お薦めＤＶＤ
〜 ザ・ハッカー 〜

① Avoid hurting someone‘s feelings with e-mail.
② Respect other people's online rights.
普段の生活で迷惑電話や脅しのような手紙を受けたりすると、とてもいやなものです。ネットでも
同じです。もしそのようなメールを受け取って不安に感じたときはしかるべきところに報告しましょう。

③ Avoid insulting someone unless you want to start a flame war.
『Flame』とはネット上のけんかのこと。メッセージを数多く送って、メールボックスをクラッシュさせ
たり、中傷メールを送ったり。こんな目にあわないように、しないようにしましょう。

④ If someone insults you, be calm.
もし、あなたが誰かに腹を立てたとしてもそれ以上事を荒立てる必要はありません。冷静になって
メッセージを無視するか、丁寧に相手に説明を求めるのがいいかもしれません。ただ単に誤解と
いうこともありえますからね。

⑤ Respect the privacy of other people.
パスワードや個人情報は秘密に！誰かに話すのは絶対に安全ではありません。

⑥ Be responsible online.
他人のもの（ファイル、パスワード、クレジットカード番号など）を取ったり、ネット上で誰かのうわさ
を広めたり、コンピュータウィルスを故意に広めるなど、他人に害を与える行為はやめましょう。

Keyboard symbols

キーボードにあるいろいろな記号、いつも目にはしていても名前がわからないものも
結構あるのではないでしょうか？今回はそんな記号を集めてみました。英語と日本語の
http://www12.0038.net/~koya/magazine/
呼び方を見比べてください。
記号

^
~
|
‘
()
[[ ]]
*
¥
&

英語

caret
tilde
vertical bar
single quotation mark
parentheses
double brackets
asterisk
backslash
ampersand

日本語

キャレット
チルド
縦棒
単一引用符
かっこ
二重角かっこ
アスタリスク
円記号
アンパサンド

adapted from the Boston Public Library’s web page

ネットではあなたが冗談を言っているのかどうかどうか相手に伝わらないときがあります。相手の
誤解を招かないように自分の感情をアイコンなどで表すといいしょう。

Maki Sugawara
/ James English School

ザ・ハッカー
http://www.amazon.com/
ハッカーと日本人セキュリティ専門家との９年
にもわたる戦いを描いたパニックサスペンス。
映画にはコンピュータ用語がでてくるので、私
のような素人にはちょっと苦しいかもしれませ
ん。反面、コンピュータに詳しい方は英語に多
少苦しんでも、楽しく見れる一本になるかもし
れません（？）

≪ GLOBAL TALK 話題受付中！≫
Global Talk では皆様からの内容に関するご
要望を受け付けております。取り上げて欲し
い話題、ご意見、ご質問等ありましたら、下記
のメールアドレスまでお知らせください。また、
電話でも受け付けております！
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