うさ先生と咲ちゃんの
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印刷あ〜だこ〜だ
咲ちゃん：先方入稿のデータ、拡張子の種類が多すぎて
わけわかんない…。
ダブクリしてもエラーばっかり、もういやっ！！
うさ先生：そうじゃな、今まで咲ちゃんが触れてきたのは、
.xls、.doc.、pdf、.jpgくらいかのぅ。
咲ちゃん：jpgだって正直なんだかよくわかんない…。
うさ先生：画像で一番ポピュラーな形式が「.jpg」じゃ。
デジカメで風景などを撮影した時、
目に見えないほど細かい「色の違い」を
省略することで、容量を小さくして
うさ先生

コンラッドから眺める
勝鬨橋が好き…。

保存してくれるんじゃ。
フルカラー1,670万色まで扱うことができて、
写真やグラデーションもキレイに表現できるのも
特徴の一つじゃよ。

咲ちゃん：へぇー省略しちゃうの？だったら劣化したりしない？
うさ先生：咲ちゃん、よく気が付いたの！
保存するときの「jpeg圧縮」を繰り返すうちに画像はどんどん劣化して
いくんじゃ。しかも「.jpg」は一度低解像度に圧縮してしまうと
元に戻すことができないんじゃ。
咲ちゃん：都度、失われるということですね。
うさ先生：（う…今日は鋭い…あんた、ほんとに咲ちゃん…？）
ま、言うまでもなくお客さまからいただいたデータは、
編集用とは別に、元データとしてちゃんと保存しておくことが、
社会人としての鉄則じゃ！
咲ちゃん：アリバイ作りですね、めもめも…。

代表的な拡張子ぢゃっ
！
.bmp

bitmap（ビットマップファイル）

ピクセル
（画素）
を用いた画像表現方式

.doc（.docx）document（ワードファイル）

Microsoft社のワープロソフト

.dat

data（データファイル）

汎用の拡張子で、
どのアプリにも関連付けられていない

.pdf

Portable Document Format（PDF） システムに関係なく、
文書を確実に表示・交換するため使用される形式

.exe

execution（実行ファイル）

.gif

Graphics Interchange Format（GIF） 米ユニシス社LZWアルゴリズムを利用した圧縮方法で、
256色以下の画像に適応

実行ファイルや自己解凍書庫によく付く拡張子

高周波成分に鈍いという視覚特性を利用した保存方法
.jpg（.jpeg） Joint Photographic Experts Group（JPEG） 人間の目が、
.log

Data log（ログファイル）

.lzh

LZH（LHA形式の圧縮ファイル） 三重大教授の奥村晴彦、
北海道の医師、
吉崎栄泰両名が開発

履歴の記録ファイルで、
「航海日誌」
の意味

.ppt

PowerPoint（パワーポイント）

.txt

text（テキストファイル）

Mac用ソフトとして開発していたが、
Microsoft社が会社ごと買収
Byteの並びをアスキーコード等を使って文字の並びとして解釈したもの

.xls（.xlsx） excel（エクセルファイル）

Microsoft社の表計算ソフト

.zip

データ破損に備え優れた保護機構を提供するため、32ビットのCRCアルゴリズムを利用

zip（ZIP形式の圧縮ファイル）

うさ先生：そして次に「.gif」!
咲ちゃん：あ、「.gif」は知ってます！アニメーションに用いられる形式ですよね。
うさ先生：よく知っておるのぅ。「.gif」は、フルカラー対応の「.jpg」とは違って
最大256色と限られた色数で構成されているんじゃ。
咲ちゃん：確かに、「.gif」のアニメーションって、なんだか画質が荒い気が…。
うさ先生：うむ。この「.gif」に適した画像用途は、ロゴやアイコン、
図版、イラストなど、二次元の画像なんじゃ。たくさんの
色を必要とする写真などには、不向きなんじゃよ。
咲ちゃん：ビット絵向きってことですかね。なんだか一つ賢く
なった気が…。うさ先生もっと教えてください！
うさ先生：残念ながらうさ先生、石井くんとコンラッドで
アフタヌーンティーなんじゃうふふ！
タイムアウトじゃ咲ちゃん、また次回！
咲ちゃん：パイセンとアフタヌーンティー！？
そしてなぜコンラッド！？

咲ちゃん

社会人だけど、
こっそりお年玉ゲッツ！
おばあちゃん、
ありがとう〜！
！

むしろ謎は深まるばかり…！
（次週につづく！）

【安田印刷で印刷できるもの】
名刺／チラシ／ポスター／冊子／カタログ／リーフレット／
POP UP／のぼり／懸垂幕／横断幕／パッケージ etc.
他にも色々できるんじゃ、一度うさ先生に相談してほしいのぅ…
（さ、咲ちゃんはまだダメだぞぃ！）

ぼそっ…

facebookはじめました。

特 にタメ にもならないお話

問

おう、あなたが私のマスターか？ってな具合で逝かせて、もとい行かせ
ていただきます。石井の
駄文です。いや、やってません
よ、
《Fate/Grand Order》 は。
で は で は 参 り ま し ょ う「Say
The Go!!」
「レッツラまぜま
ぜ！！」
。
も変わりましたこの時期、
そろそろスーパー戦隊シリーズ
とプリキュアシリーズが
代 替わりする時 期がやってま
いりました。
（
「仮面ライダーシ
リーズは？」と仰られる方もい
らっしゃるでしょうが、ここ最
近の仮 面ライダーシリーズは
10 月スタートなので、まだこの
時期ライダーの代替わりはしな
いのですよ。
）
ず は 1975 年 か ら 放 映 さ
れた、
「秘密戦隊ゴレンジャー」
を皮切りにスタートした
スーパー戦隊シリーズ、41 作目
の「宇宙戦隊キュウレンジャー」
が終了し、2 月より 42 作目「快
盗戦隊ルパンレンジャー vs 警
察戦隊パトレンジャー」が放映
開始となるそうです。今回のモ
チーフは怪盗と警察みたいで
す。スーパー戦隊で怪盗という
モチーフは今回初めてですが、
警察というモチーフは「特捜戦
隊デカレンジャー」で一度使っ
ていたとワタクシ石井は記憶し
ております。スーパー戦隊で複
数回モチーフとなったものは、
「動物」
「恐竜」
「忍者」といっ
たところです。いずれも世代を
超えて男の子に愛されるもので
すね。ワタクシ個人といたしま
しては、寿司をモチーフとした
スーパー戦隊（ex. トロレッド・
イカホワイトなど）が出て来て
欲しいと切に願っているところ
です。
して 2004 年放映開始「ふ
たりはプリキュア」から始まっ
た プ リ キ ュ ア シ リ ー ズ。
14 作目「キラキラ☆プリキュ
アアラモード」が終了し、2 月
より 15 作め「Hug っと！プリ
キュア」が 放映開始だそうで
す。なんやかんやで 15 作目ま
で 制 作されていますプリキュ
アシリーズ。
「キラキラ☆プリ
キュアアラモード」では個人的
に、プリキュアシリーズの最大
のウリであった「女の子の格闘
戦」を封印してしまい、何かも
の足りないなぁと感じていまし
たが、
「Hug っと！プリキュア」
では格闘戦は復活するのでしょ
う か？「Hug っ と！ プ リ キ ュ
ア」のタイトルにちなんで、必
殺技はプロレス技の「ベアハッ
グ」に酷似した技になっていた
らとても嬉しいのですが（んな
わきゃあ無い）
。
回も、妄想垂れ流しでお
送りしました石井の駄文。仮に
10 月 ま で 続 い た と し た
ら、仮面ライダーシリーズにつ
いての駄文を書いてしまうこと
でしょう。その時の気分で書か
ないかもしれませんが（どっちなんだ）
。さてそろそろ、担当 H 女史の逆鱗
に触れる前に退散といきましょう。では又の機会に！「オンドゥルルラギッ
タンディスカー！！」

年

ま

そ

タンくん

ハンくん

パンチの効いた髪型が特徴。
お土産期待してたらディープで
美味しいお土産が！ありがとう！

都会派シティボーイ
（？）
。
髪の毛黒い方が、
ダークで
かっこいくなった…
（多分総意）

1.下準備！

豚薄切り30gは茹でておく。
切り干し大根20gは水で戻す。
人参
１/４は千切り、
玉葱１/４はスライスし、
切ったら塩を少々して、
しん
なりしたら水で洗い、
酢少々で和える。
らっきょ４粒は薄切りに。

2. 合わせ調味料作り！

にんにく２かけみじん切り、
赤唐辛子１本小口切り、
砂糖大さじ１、
酢大さじ１、
ヌックマム大さじ１、
干しエ
ビ50g、
お湯大さじ２を合わせてよく混ぜる。

簡単ベトナムクッキング
タンくん、ハンくんは、ベトナムからやってきた、安田印刷の研修生。
ほぼ毎日きちんと自炊しています。偉いです。そんなお二人に触発され、
自宅で簡単にできる、ベトナム料理を調べてみました。（背景はパクチー）

goi ngó sen

9

ゴイ・ゴー・セン

ベトナム料理の前菜の定番（らしい）
《蓮の茎の和え物》

今

石井パイセンの
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！
人生日々王手

3. あとは混ぜるだけで…

ボウルに、
下準備しておいた切り干し大根、
ギュッと
絞って汁気をきった人参、
玉葱をほぐしながら入れ
る。

タンくん
ハンくんの

4. 完成よ！

３に、
豚肉、
らっきょを入れ、
2を入れギュッと揉み込み、
約
５分、
味を馴染ませる。
馴染んだら荒く刻んだピーナッツ
少々を入れ、
軽く混ぜ合わせる。
お皿に盛り、
香菜を飾る。

ネイティブに聞け！

会社の５階に、
新人ベトナム人研修生の女子２名が住むこと
に。
同じフロアにある食堂はたちまち、
ヌックマムのいい香りが！共
用のキッチンにはビニール袋ぱんぱんの干し野菜。
会話が全く
通じない中、
かろうじて理解したのは、
なんとこれ、
切り干し大根。
どう使うのか気にはなったものの、
そこまで問う語彙力はどちら
もナシ…
（T_T）
。
仕方ないので得意の検索！ゴイ・ゴー・センは蓮
の茎を使うところ、
日本では手に入らないため、
切り干し大根を
使うとか。
専門食材店ならまれに酢漬けの瓶詰めがあるそう。 これが謎の干し野菜だ！ 蓮の茎（の瓶詰め）
参照：https://www.sirogohan.com/recipe/butashabu/
https://gucci-vietnam.com/bun-thit-nuong-cooking-1
https://oceans-nadia.com/user/10649/recipe/112694 https://cookpad.com/recipe/277060
http://recipe.tirakita.com/recipe/%E8%93%AE%E3%81%AE%E8%8C%8E/%E3%81%AE%E3%83%
AC%E3%82%B7%E3%83%94

ビザ〜ルで
ござ〜る
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忘れられた地 下道を行く、連 載
（？）第2弾、始まりました今回は、
今
池の地下道に迫りたいと思います。実
は今池にもあるんですよ、地下道が！
昔から愛してやまない街、
今池。伝
説の店、大丸ラーメンの閉店を境に、
私は勝 手に、今 池の歴 史をB.C.大
丸、A.D.大丸としています。
（食べロ
駅へと抜ける通路。なだらかなアール。 グには『ラーメンに入っているうどん
が美味しかった』なんて、大丸を知らない人には訳のわからな
い口コミ。）今ではユニーがピアゴになり、ダイエーはイオンに。
すっかり明るい様相ですが、B.C.ではまだ、人生の悲哀が色濃
く残った街でした。この街を大層愛していた私は、周りの強い反
対を押し切って、
とうとう居を構えた
のです。果たして、
予想通りのディープ
な住民、入り組んだ薄汚い路地裏。
楽しくて毎晩のように夜更かし。
やっ
てんのかやってないのかわからない
呑み屋にソロで突撃（若い女性とい
う暴力を使用）。シネマテークdeタル
コフスキー、得三よりハックフィン、ダ
イエーの中にはドムドムバーガー、
ウェ やっぱ地下にはエロ映画館でしょ。
ルビー南の大衆演劇小屋…あぁ、
この郷愁を誰かと語りたい！
そんな私が当時忍び込んだのが、新今池ビル地下街。先日
久しぶりに訪れたところ、地下二階は既に閉鎖、
徘徊できるのは
地下一階のみに。激シブな喫茶店が
あったり、
そこはまるでダンジョン。大層
気に入っていたけれど、勇気がなくて
結局店には入れず、
今では全店退去、
ただ消費者金融のATMが煌々と光
るのみでした。虚しい…虚しすぎる。
かつてはエロ映画館もあったよう
で、私が好きな場所っていつもエロ映
Why何故に？
当時の面影が残る店舗はここだけ。 画館と抱き合わせ…。
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facebook
はじめました。

今回の使用紙は、みなさんお馴染み《Mr.Bホワイト》です。マット調の
しっとりとした風合いを持ちながらも、グロス感のある印刷面を実現す
るラフ・グロスシリーズ（by竹尾）だそうです。

