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マウスコンピューターの生産拠点（せいさんきょてん）である
飯山工場で、世界に１台だけのパソコンを組み立てる教室です。

今年度から、マウスコンピューターならではの「自分の好きな
パソコンを組み立てる」BTO対応（たいおう）の組み立て教室が
スタートしました。
子供たちにもっとパソコンを知ってほしい、ものづくりの楽し
さを知ってほしい、という願いからスタートし、今年で3回目の開
催（かいさい）となります。またパソコンを生産している工場
で、組み立て体験（たいけん）をしてもらう、ということも、こ
の組み立て教室のコダワリです。 
        

組み立て教室は、マウスコンピューター小松社長のあいさつで
始まりました！参加者のみなさんに、
『世界に一つの自分だけのパソコンを組み立てる楽しさと、選ぶ
楽しさを知ってほしい。そして、パソコンを好きになって今日は
帰ってくださいね』とあいさつ。

午前の部では飯山市副市長 月岡様より、
『大自然に囲まれながら、最新の技術を学べる工場でたくさん勉
強し、そのあとは飯山市を観光していただいて楽しい時間を過ご
してください』とごあいさついただきました。

午後の部では飯山市役所経済部長 稲生様より、
『今日は飯山市まで足を運んでいただきありがとうございます。
2014年には、飯山市に新幹線が通ります。その時はまた飯山市
に遊びに来てください。』とごあいさついただきました。

ここで、みんなの担当の先生を、橋立校長先生から紹介しても
らいました。
一人ひとり作るパソコンが違うので、一人に一人ずつ担当の先
生がつきました。実はこのお姉さんたちはいつも飯山工場でパソ
コンを組み立てている 「組み立てのプロ」なんです！

1時間目は飯山工場の中を見学してまわりました。今日は工場は
お休みですが、その分いつもは見られない部分をじっくりと見て
回りました。
みなさん、長～いラインや、様々なパーツ、たくさんの箱にお
どろいてばかりの様子でした。

いよいよ、組み立て教室も終了です。組み立てと品質（ひんし
つ）チェックが終わった人から順に、修了証書（しゅうりょうし
ょうしょ）を授与（じゅよ）されます。お父さんもいっしょにぺ
こり。

◆色々なパーツをさがすところが楽しかったです。

◆ネジをまっすぐ入れるところがむずかしかったけど、無事にで
きて達成感があった！自分で「かっこいい」と思うノートを選ん
だのでとても気に入りました。

◆遠くから来たけど、楽しくてあっという間でした。工場見学で
は、「たくさんの人に安心して使ってほしい」という想いが伝わ
ってきてとても良かったです。

◆いつもはお父さんが良くパソコンを組み立てているけど、よく
仕組みが分からなかった。今日は、それを知ることができて勉強
になりました。

◆組み立てはとてもたいへんだった。先生がわかりやすく教えて
くれたおかげで出来上がったけど、工場ではたらいている人って
すごいんだな、と思いました。

◆子供がどうしてもモバイルノートが欲しいというので選んでみ
ましたが、組み立てには苦労していたようです。ただ、苦労した
分、パソコンに愛着がわいたようです。

◆時間の設定に余裕があり、子供もあせらず自分のペースで組み
立てができていました。先生も各一人についていたので、一つ一
つの工程を確実にこなすことができているようでした。

◆子供だけでなく、自分も楽しめるイベントでした。組み立てた
パソコンは、家族で大事に使います。また、長野県飯山市は初め
てなので、家族でゆっくり観光を楽しめたことも、大変価値があ
りました。

◆丁寧に対応いただきありがとうございました。次は、下の子が
6年生になった時にまた応募したいと思います。

◆BTOパソコンという新しい試みが良かったです。参加前から、
家族みんなでパソコンを選ぶ時間も大変有意義でした。
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工場見学の後は、パソコンのパーツを集めました。広い工場の中か
ら、自分の使うパーツをさがします。「まるでたからさがしみたい」
なんて声も聞かれました。
わからないパーツは先生、お父さんお母さんと協力（きょうりょ
く）していっしょうけんめいさがしました！

パーツを集めたら、一つひとつ間違いがないかチェックをしまし
た。全て、マウスコンピューターがパソコンを組み立てる方法と同じ
なんですよ。

皆が待ちに待ったパソコン組み立ての時間です！まずは工具、
手袋、静電気防止（せいでんきぼうし）ブレスレットをはめて準
備をします。
「CPU（シー・ピー・ユー）」「メモリ」「ハードディスク」
などパソコンの基本的なパーツを勉強する時間もありました。

一つひとつのネジしめにきんちょうしてしまう子、じょうずに
パーツを取り付ける子など様々。自分のペースであせらずに組み
つけをしていこう！
むずかしいところは、いっしょに来たお父さんやお母さんにお
願いしている場面も。

皆思い思いのパソコンを組み立てました。誰一人として、同じ
パソコンはありませんでした。
組みあがったパソコンは、しっかり品質（ひんしつ）チェック
を行います。
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