
平成２９年７月３１日 

リーダー 八田 崇史 

平成２９年７月２２日（土）（第２３１回目）           

                                              １３：３０～１６：４０ 

                                    参加者１１名 

 ７月のテーマ―は年間計画でエクセル印刷講座２回目だが、６月度１回で終了したので急遽別

テーマとしました。 

◆１時間目 質疑応答                   １：２５～１：５５ ３０分 

   質問 下記の内容のメールが突然着信した。 

     「お使いの OneDrive は、2017 年 10 月 18 日 以降に凍結されます」 

                     意味はどうゆう事か？ どうしたらよいか！ 

     実情を聞くと、OneDrive を使っているが画像やフアイルで使用しており、現在利

用の容量は６．２ＧＢとなっていることが判明。 

   回答 原因ははっきりしました。 

     One driveの無料で利用できる容量は５ＧＢとなっており,現時点で１．２ＧＢ容量オ

ーバーとなっているのでこの通知がきた。 

     ３０日以内に容量内になる様にフアイルを削除しないとアカウントが停止（凍結）さ

れて使えなくなります。 

     すぐに必要でない画像やフアイルを削除して、無料で利用できるストレージ容量にす

れば、何も問題はありません。 

    One Driveの容量の確認方法 

１． ＭＳＮのホームページ（お気に入り登録）をクリック。 

２． 表示された画面の中の「One Drive」をクリックする。 

３． 表示された画面の左側の中に ５ＧＢ中〇．〇〇ＧＢ使用 と使用している容量

が表示されているので判ります。 

   

     尚、容量が一杯になってきたときは次の手もあります。 

      １．アカウントをいくつも登録すると、１つのアカウントにストレージ無料５ＧＢ

なので、アカウントの数だけ容量が多くもてる。但しアカウントごとに分ける

ので使い方が面倒。 

      ２．有料の場合 

        ５０ＧＢ ＝月／２４９円 年／２，９８８円 

        １ＴＢ   ＝Ｏｆｆｉｃｅ３６５での利用となるので年／１２，７４４円 

     どちらも高額となるので、画像やフアイルのクラウド保存はやめて、ポータブルＨＤ

Ｄに保存するべきです。 

     クラウドには、box・Dropbox・One drive・google box dive等があり、多少の容量差

はあるがどれも同じようなもの。 

◆２時間目 タイマー付箋 Timer Memo2.2について   １３：５５～１４：３０ ３５分 

  他の時間に予定が有り、ついパソコン作業に夢中になり予定時間をオーバーしてしまうこと

があります。予定時間をアラームで知らせて終了する便利な方法です。 

  フリーソフトの「簡単！タイマー付箋Ver.2.2」を使います。 



 ダウンロード・インストールの手順 

１． フリーソフトサイトの「Vector」の中から「簡単タイマー付箋２．１」を選択する。 

２． 「簡単！タイマー付箋２．１」の画面が開くので、スライドバーでページを下に移動さ

せると最後に次のような表示がある。 

 

  GO! ＤＯＷＮＬＯＡＤ 

    上で紹介したソフト（およびその関連ソフト）のソフト詳細ページにジャンプします。 

    ソフト詳細ページからリンクされたダウンロードページで、ソフトをダウンロードでき

ます。ソフト詳細ページには、作者データページへのリンクもあります。 

 

    Free     

      簡単タイマー付箋 2.2  アラーム付き付箋 時間が来たら付箋を最前線に強調表示し

て知らせる。(410K) 

  ３．簡単！タイマー付箋 2.2 をＷクリックする。 

  ４．簡単！タイマー付箋  2.2 ダウンロードページへ をクリックする。 

  ５． このリストを今すぐダウンロード をクリックする。 

  ６．すると、デスクトップ画面にジッパー付のﾌｱｨﾙ Timer Memo2.2 Zip が出るので、ドラ

グ＆ドロップでデスクトップ上にある解凍ソフト「Lhasa」に重ねる。 

  ７．タスクトレーの中にある▼のボタンを押して、カスタマイズ を押す。表示の中の 

     ・タイマー付箋 

        Ｗクリックでタイマー付箋作成  アイコンと通知を表示 ▼  

     ・Timer Memo.exe 

             Ｗクリックでタイマー付箋作成  アイコンと通知を表示 ▼  

    共に      の中の▼を押して、アイコンと通知を表示 にして→ ＯＫ を押す。 

  ８．タスクトレーの中の「３色の付箋」のアイコンをＷクリックすると、デスクトップ上に

「付箋」が表示される。 

  ９．付箋上で右クリックすると。表示文やアラームが設定できる。表示場所はドラグで自由

な場所へ移動が出来る。 

 １０．付箋を消したい時は、付箋の上で右クリックで「はがす（Ｄ）」を押す。 

 

  この付箋をデスクトップ上に出して、アラームメッセージ入力やアラーム時刻の設定・アラ

ーム音１回、２回の設定等をしました。 

 

◆３時間目 Windowsをコピー保存する         １４：３０～１５：１０ ２０分 

  Windows リカバリを作成する時は、マイクロソフトに電話をして、サポートによる作成が

良い。電話・遠隔操作もすべて無料。 

   ０１２０－５４－２２４４ 月～金 ９：００～１８：００ 土、日、祭は休み 

   

  Windows10 用リカバリメディア 

   １．回復ドライバー 

   ２．システム修復ディスク           の２つが作成できる。 



１． 回復ドライバー 

システム回復用ドライバーをＵＳＢメモリー（１６ＧＢ以上）に入れたもので、パソコ

ンが起動できなくなった時に作っておく。 

   作成手順 

① コントロールパネルを開く→「問題の発見と解決」を選択 

② 「回復」→「回復ドライバーの作成」の画面の中の 

  システムフアィルを回復ドライブにバックアップします にチエックが入って

いることを確認して→「次へ」を押します。 

③ １６ＧＢ以上のＵＳＢを差し込み、画面で「使用可能なドライブ」と認識されている

ことを確認して→「次へ」を押す。 

      ※ドライブ上のすべてのデータが削除されるので、種々のフアィルはバックアップ

が出来ているかを確認しておいてください。 

④ 良ければ「作成」をクリック。 「回復ドライブ」の作成が始まり、回復ドライバの

コピーが出来たら→「完了」をクリックする。 

●回復ドライバーを使用する時 

  パソコンを起動する前に、このＵＳＢを差し込んで起動します。 

 

２． システム修復ディスクＣＤ－Ｒの作成手順 

① コントロールパネル→バックアップの作成をクリックする。 

② 左側の「システム修復ディスクの作成」をクリックする。 

③  ＣＤ／ＤＶＤドライブを選択し、空のディスクをドライブに挿入してください 

    ドライブ（Ｄ）  ＤＶＤ ＲＷドライブ（Ｅ）▼  

                            ディスクの作成  

 の画面になるので、ＤＶＤドライブに用意した「ＣＤ－Ｒ」を挿入して、 

         ディスクの作成  をクリックする。 

④ するとディスクの作成が始まり、     

 ディスクを作成しています  進行状況の表示     が出て 

⑤ システムの修復ディスクが完成しました。 → ＯＫ を押します。     

⑥ 確認作業   ドライブに作成したリカバリ用メディアを差し込み 

 エクスプローラからデバイスとドライブの状況を見る。 

回復ドライブ  Windows©                                  

               回復 (F)     

                空き領域 1.42GB／14.3GB 

回復パーティション RECOVERY(D) 

                               

                              空き領域 1.39GB／14.0GB 

システム修復ディスク DVD RWドライブ(E) 修復ディスク 

           Windows10 64ビット 

           空き容量０バイト／479MB 

                       と表示されている。  

 



◆４時間目 不審メール着信の紹介           １５：１０～１５：５０ ４０分 

  プロジェクターにメールを表示して、指示通りに手順を入力して説明した。 

    ７月１４日（金）にアップルからメール着信  以下が文面 

   件名    あなたのＩＤの不審な活動 

   文面                注 ……＠……は私のアドレスを表している。 

    親愛なる……＠……….ne.jp 

    アカウント(……@…….ne.jp)から不正な活動が行われました。あなたのアカウントを使

って買い物をしようとする未知の人がいるようです。セキュリティ上の理由から、お客

様のアカウントは一時的に凍結されます。これがシステムからのエラーだと思われる場

合は、下のリンクをクリックしてアカウントを返すことが出来ます。 

自分のアカウントにログインする＞ 

    あなたのアカウントが悪用されたと思われる場合は、パスワードを変更することをお勧

めします。パスワードをリセットするには、下記のリンクをクリックしてください。 

アカウントを復元する 

    よろしく 

    Appleセキュリティサポート 

Apple ID・概要・販売条件・個人情報保護方針 

著作権 Ｃ ２０１７Apple，Inc 

全著作権所有 

1 Infinite Loop，Cupertino，CA 95014，United States VAT reg.No.8675309 

上記の文面に従って下記の様に実際に入力作業をしていった。 

１． 文面５行目の「あなたのアカウントにログインする」をクリック 

２． セキュリティ画面表示があり、コードを入力する。 

３． アカウント保護の画面が出てきて、Apple IDを入力する。 

但し、ここに表示されている文章表現が不思議に思ったので、記載すると 

アカウントのロックを解除したり、AppleのＩＤを復元したりするには、適切な場所

に来たことがあります。  アドレス＠を入力   欄 に入力する。 

  Apple IDを忘れましたか？  で   持続する をクリック 

４． すると次の画面が表示された。 

 アカウントから疑わしい取引がある為、アカウントを一時的にロックします。 

 アカウントの保護を開始するには、アカウントにリンクされているデータを 

入力してください。               閉じる  

    

 閉じる を押すと下記画面が表示された。 

     最初のステップ（個人的詳細） 

    Apple IDに記載されている以下のデータを入力してください。 

     フルネーム    氏名を漢字で入力した     

     住 所      住所を入力した        

     シティ     意味わからず  住んでいる市を入力した   

     状態      意味わからず  １戸建てと入力した   

     JAPAN         意味わからず   日本と入力    



     郵便番号     正しく入力した      

     電話番号     正しく入力した    

持続する  をクリックした。 

 

５． すると下記の入力画面が表示された。 

    カード№               

     パスワード              

この画面が出てきたので、びっくり。入力をＳＴＯＰして止めた。 

    考えてみると次のようにオカシイ事が多い。 

１．あなたのアカウントを使って買い物……とあるが、アカウントでの買い物は出来ない。 

   ２．文面に よろしく なんて入れない。 

   ３．日本人なら３項で表示した日本文章の表現はしない。 

   ４．入力画面でシティとか状態とかＪＡＰＡＮという表示はしない。 

   ５．持続する という表現もしない。 

   ６．カード番号やパスワード入力なんてもってのほか。（これが最終目的か） 

   ７．本メールの発信アドレスはApple ID(no-reply@mailing-apple.com)となっていたが、 

     正しいAppleのアドレスはApple(no_reply@email.apple.com)である。 

     正規は  Apple ID ではなく Appleだけ 

正しくは no-replyはハイフオンではなくて  アンダーである。 

     正しくは Mailing-apple.com-ではなく email.apple.comである。 

 

   アップルの公式サイトを名乗って、もっともらしい入力文面で誘導し、キャッシュカード

番号とパスワードを盗み出す悪質詐欺と判断した。アブナク引っかかるところだった。 

 

◆５時間目 ＩＴ記事紹介               １５：５０～１６・１０ ２０分 

   ７月号６頁のＩＴ羅針盤「最新のマイクロソフト翻訳機能」の記事を紹介した。 

   音声対応の翻訳アプリ「Microsoft Translator」を、スマホやパソコンにインストールし

て使う。 

   ユーザーは翻訳したい単語やフレーズを、音声やテキストで入力が出来て、それを翻訳し

て画面上や音声で読み上げてくれる。 

   英語・中国語・フランス語。ヘブライ語・イタリア語・日本語・スペイン語・ロシア語等

５０ヶ国に対応している。 

                                 ―以上― 

 


