Internet 講座
【第 11 回分科会のテーマ：Internet 検索】

２０１9 年 9 月 10 日
パソコンを使いこなす会

今回は、Internet 検索の演習です。

疑問に思っていること、知りたいことを「検索 BOX」に書き込んで検索すると世界中の関連情報

サイトが表示されます。検索項目に自分の思っている事を入力するか、音声入力すればいいので

す。表示されたサイトの要約を読み込んで適切だと思うサイトを見つけるのが「ノウハウ」です。要
約文を読み込んで、検索項目を追加して検索すればより適切なサイトが見つかります。
テキスト中の

マークの項目を実行して効果を確かめて下さい。

1. キーワードは具体的に入れる
2. 2 つ目、3 つ目のキーワードで絞り込む

8. ノイズレスサーチを使う
9. 「なんとか」検索でも出てくる

5. 「完全一致」検索
6. 意味を調べたい場合に使える検索方法
7. 目的地への経路を調べる方法

12. 「用語集」を探して片っ端から当たる
13. 検索演習

3. 特定のキーワードを含まない内容を検索
4. 追加のキーワードを増やす

10. 連想するキーワードを入れてみる
11. 画像検索から行ってみる

【具体的内容：Internet 検索】

1. キーワードは具体的に入れる
①. 調べたい「キーワード」をできるだけ具体的に入力することです。
 「エクセル 折れ線グラフ」で検索する
2. 2 つ目、3 つ目のキーワードで絞り込む

①. キーワードを複数入力して絞り込もう
 「エクセル 折れ線グラフ 色」で検索する
3. 特定のキーワードを含まない内容を検索する（NOT 検索）

①. 後ろに続くキーワードを除外して検索する方法です。後ろのキーワードの前に「–」を付け
ます。
 「ゴーヤ料理 -ゴーヤチャンプルー」で検索する
＝＞ ゴーヤチャンプルー以外のゴーヤ料理が検索できる
4. 追加のキーワードを増やす

①. 「ビットコイン」で検索すると、結果はなんと約 38,200,000 件 も出てきます！
②. 概要を知りたいときは、「まとめ」「分かりやすく」「簡単に」「初心者」などを追加すると良い。

③. 専門的な情報が欲しい場合は、「論文」「エビデンス」「統計」を追加すると良いでしょう。
 「ビットコイン 論文」で検索する
＝＞原文や解説ページが出てくる
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④. 実際どうなのか、人の感想を聞きたいときは「口コミ」「体験談」「ブログ」などを追加します。
5. 「完全一致」検索

①. もしかして、検索結果のページでキーワードに取り消し線が引かれていませんか？
②. 勝手に検索ワードが省略されてしまうときは、Google 検索の「ツール」→「すべての検索」
→「完全一致」を選択する。これで、全てのキーワードが含まれる記事に絞り込むことが出
来ます。

6. 意味を調べたい場合に使える検索方法

①. 検索時キーワードの後ろに「～とは」を追加することで、意味が分からない言葉を調べたり
することが出来ます。

 「涅槃とは」と検索する
＝＞「涅槃」という言葉の意味を調べることが出来る
7. 目的地への経路を調べる方法

①. 目的地への経路を調べる方法として「A から B」と入力ことで検索することが出来ます。
 「東京駅から富士山」と入力して、「地図」を選択する
＝＞ Google マップの経路検索が行える

8. ノイズレスサーチを使う
①. ノイズレスサーチは邪魔なサイトを除外して Google 検索できる検索エンジンです。
②. 「ノイズレスサーチ」で検索して、http://pasokatu.com/nsearch#gsc.tab=0 へ行
く。

NAVER まとめ・キュレーションサイト・知恵袋・まとめサイト・2ch 転載・Amazon・楽天・価
格コムなどの通販サイト・食べログ・クックパッド、Pinterest、その他多数のサイト（約 5000
個）を除外しています。
③. Chrome に「ノイズレスサーチ」拡張機能を追加するには、「ノイズレスサーチ＋」で検索
して、
https://chrome.google.com/webstore/detail/%E3%83%8E%E3%82%A
4%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%B5%E3%83%B
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C%E3%83%81%EF%BC%8B/gmpgngmmcocpbfagngjgoccchlnhmphn
?hl=ja へ行き、右上の「Chrome に追加」をクリック。

④. サイト右上のこのマークをクリックすると「ノイズレスサーチ」が開く。

9. 「なんとか」検索でも出てくる

 「なんとかの剃刀」で検索する

＝＞オッカムの剃刀だった！
 「なんとかの猫」で検索する
＝＞シュレーディンガーの猫だった！
 「ポケモンみたいな悪魔」で検索する
＝＞ラプラスの悪魔だった！

10. 連想するキーワードを入れてみる

①. 固有名詞を忘れてしまって、思い出せないときは、思い当たるキーワードでとりあえず検
索してみましょう！
②. 固有名詞を忘れたときは、関連しそうなワードを全部入れて検索してみる

11. 画像検索から行ってみる
①. 見た目は分かるんだけど名前が出てこないときも、Google の画像検索が便利です。
②. 見た目を覚えているときは、ざっくり画像検索して画像からキーワードを特定しましょう。
12. 「用語集」を探して片っ端から当たる

①. なんて単語だったのかも全く思い出せないし、特徴もうろ覚えのお手上げ状態。もはや何
も分からないけど、字面を見たらきっと思い出せるはず…！
②. そんなときには、その分野の「用語集」を検索して片っ端からチェックする。
③. 「用語集」の他に、「一覧」「ランキング」などでもキーワードを思い出せるかもしれません。
 「用語集 仏像」で検索

13. 質問サイトやフォーラム、Twitter の集合知を頼る

①. ヤフー!知恵袋や教えて!goo などの Q&A サイトでは、質問を投稿すると誰かが回答して
教えてくれます。回答は誰でも書き込みできるので解決するとは限りませんが、運が良け
れば、たま〜に専門家が回答してくれることも！

②. ウェブサービス関連の質問は、問い合わせ先がなくても「フォーラム」という掲示板が設け
てあってユーザー同士で情報交換ができるようになっていることがあります。たとえば、
Google プロダクト フォーラムでは、Gmail や YouTube の操作等に関する質問がで
きます。

14. 図書館で専門書を探す
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市民図書館や大学の付属図書館のレファレンスサービスをご存じですか？
図書館のカウンターに行って「こんなことを調べたいんです」と相談すると、資料や情報を探すのを
手伝ってもらえます。

15. 詳しい人に教えてもらう

資料を読んでも意味が分からない、理解できない！という場合には、専門家に直接会って教え

てもらうのが良いかもしれません。
16. 自分で調査・実験する

最後に持っておくと良いのが、「自分で調べる」という発想です。

【参考資料】

≪上手な検索の仕方の基本｜Web ライターが教える検索能力 UP のコツ≫
https://omo-kichi.com/jouzu-na-kensaku-no-shikata/

2019 年 1 月 8 日
≪便利な 8 つの Google 検索方法と検索テクニックのご紹介【検索の効率化】≫

https://tamashiiyusaburuyo.work/8%e3%81%a4%e3%81%aegoogle%e6%a4%9c%e7%b4%a

2%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%8b%e3%83%83%e3%82%af
2017 年 9 月 7 日 / 2019 年 2 月 17 日
17. 検索演習
①. 調べたい事柄の文言で検索する。疑問に思った文章をそのまま検索キーワードにする。
②.
③.
④.
⑤.

表示された検索結果の３～５行分を読んで適当なサイトを開く
このサイトのタイトルと URL を WORD に貼り付ける
最適なサイト情報をコピーして WORD に貼り付け、保存する
皆様から提供された検索文言を次に示します

【検索キーワードは 32 語までに制限されています。】
皆様から提供された「質問」で検索して適当なサイトが見つかった場合は、そのままにしてあり
ます。「質問」の文言が長すぎたり、不十分な場合は、＝＝＞以下に置き換えました。
これらの検索キーワードで調べてレポートを作成してください。
レポートの例を≪参考≫に示します。
【検索キーワード】例

 日本語変換で、「頑張って」と書きたくて「ｇａ」と打つと「Google あ」とか「geometry あ」

等と出てしまいます。一度出ると何回も同じような現象が起きて、正しい入力まで手間が
掛かります。「日本語変換」で調べているのですが解決していません。
＝＝＞単語登録 誤変換

 「ギガ」とは何ですか？スマホ（iPhone の契約にて「ギガライト」とか言われていますが何
をすれば（動画を撮るとか）ギガバイトが増すのですか？保有しているときは？見るとき
は？
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＝＝＞「ギガ」とは
 PC に入るメールを iPad で見れませんか？
 なんでも可能なパソコンなのに、使っている機械そのものの寿命がわからないのですか?

安くないモノなので、壊れるまで行っちゃうのは不思議。感覚的でなく途中経過を知りた
い。
＝＝＞パソコンの寿命 症状
 重要なもの。秘密なものをパソコンに、きちんと整理しておくには何をしたらいいのか?
 無料転送サービス「おくりん坊」の設定方法ついて
 パソコンのインタ―ネットのお気に入りに読売新聞のオンラインサービスを登録しました。

お気に入りの最後尾に近い所に登録されています。毎日、そこから連載小説を読みます
が、その都度、カーソルを最下段迄下げています。上段の方に移動できるものでしょうか。
＝＝＞お気に入り 上方に移動＝＝＞chrome ブックマーク 整理
 フォルダ間の同期
 Windows10 への Up Grade(Windows7 から勝手に Up Grade され戻した)

 パソコンを開けると必ず，画面右下に youtube の記事紹介の画面がでてきます。「閉じ

る」をおしても何回か、再表示されます。出てこない設定はあるでしょうか
＝＝＞画面右下に youtube の記事紹介の画面がでてきて消せない。出てこない設定

 （携帯）ＩＯＳソフトウエアのアップデートがよく表示されますが、必要なものなのか？
 ネットバンキングでの安全性は大丈夫か？ＩＤ・パスワードのみの管理ですが、大丈夫で

すか？防御策としてどんな事をすれば良いですか？（例）パスワードは 3 か月毎に必ず
変える等
＝＝＞ネットバンキングでの安全性は大丈夫か
 投稿用メールアドレス宛てにメールを送信すると、その内容が記事となって表示される
 ホームページ・ビルダーを活用して、CSS と HTML でホームページを作る
 ノイズレスサーチ
 上手な検索の仕方
 メール設定方法 Outlook 2016
 宅ファイル便 代わり
 魔界 番長
 スマホ 取扱説明書
 ２K アップコン ダウンコン
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 プログラミング教育
 三条ノ滝
 error 404
≪参考-1≫
①. 「スマホ 取扱説明書」で検索
②. さらに項目を追加して「スマホ 取扱説明書 Pdf AU」で検索

③. 「取扱説明書（マニュアル） -au」をクリック
④. 取扱説明書をダウンロード
≪参考-2≫
①. 「ノイズレスサーチ」で検索
②. 「ノイズレスサーチ - パソ活ラボ」をクリック
③. 次のサイトの全文をコピー
http://pasokatu.com/nsearch#gsc.tab=0
④. WORD に貼り付け
⑤. 名前「ノイズレスサーチ」を付けて保存
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以上

