平成３０年０５月１２日
リーダー 八田 崇史
４月度活動報告
平成３０年４月２８日（土）
（第２４０回目）
１３：３０～１６：３０
参加者１２名
◆１時間目 Windows 10 Fall Creator update の機能強化 １３：３０～１４：１５ ４５分
Windows10 をもっと使いやすくする
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スタートメニューを開くとタイルが雑然と並んでいる。使いづらいので大きさと並び
替えをして使いやすくしよう。
・windows アプリは２つある起動方法を使おう。
１の方法

左下隅の「Windows のロゴ」をクリックすると、左側にアプリ一覧と右
側にタイルが表示される。

２の方法

キーボードの「Windows キー」を押すと、１の方法と同じスタート画面
表示となる。

※ 画面左側のエクスプローラアプリ一覧は A～Z ア行～ワ行 が縦に表示されてい
る。
スタートメニューを使いやすくする
１．スタートメニューにタイルをピン留めする。
利用したいアプリは、A～ワ行までのアプリ一覧からスライドバーを移動して選択し、
右クリックして「スタートにピン留めする」をクリックすると、スタートメニューにタ
イルで表示される。
２．フオルダをスタートメニューにタイル表示する。
タスクトレーの中にある「エクスプローラ」をクリックして、メニューを表示する。
表示された画面の中の「ドキュメント」のフオルダを右クリックし、
「スタートにピン
留めする」をクリックすると、スタートメニューにドキュメントフオルダがタイル表示
されている。
３．タイルの最新情報を表示したい時は、
「ライブタイル」をオンにする。
例えば「天気のタイル」を右クリックして、ドロップメニューの「その他」をクリッ
クして、
「ライブタイルをオンにする」をクリックすると、当日の最低・最高気温や現
在の天気が表示される。
又、
「メールのタイル」を選べば、新着メールの件数や件名が表示される。
４．タイルのサイズ変更
タイルを右クリックすると、ドロップメニューの中の「サイズ変更」を選択すると、
タイルの大きさを４種類指定できる。
５．複数のタイルをフォルダやグループでまとめる。
スタートメニューのタイルが多くなると見にくいので、使い易い様にタイルを二つ三
つをまとめて表示して、判りやすくすることが出来る。
例えば、よく使うエクセル、ワード、パワーポイント、メモ帳等を、一つのタイルに
フォルダとしてまとめて表示させる。
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まとめたいタイルの上に、目的のタイルをドラグして重ねて離すと、タイルの上にア
イコンが表示され、次のタイルをドラグして離すと、タイルの上にそれぞれのアイコン
が表示される。
タイルの上に表示されているアイコンをクリックすると、一つのタイルの中にまとめ
ているフォルダが全部個々のタイルとして表示され、元のタイルには∨が入っている。
∨押すと元に戻る。
６．複数のタイルをグループ分けをする。
１．スタートメニューのタイル表示画面で、空いているスペースにワード・エクセル・パ
ワーポイント・ノート等のタイルをドラグする。
２．ドラグしたタイルの上側の空白部にポインターを置くと、
「グループ名を付ける」が
表示されるので、クリックすると

のテキストＢＯＸが表示さ

れる。
３．グループ名を入力し横長のバーをドラグすれば、グループ全部をまとめて場所を移動
させることが出来る。
７．
「設定」画面で表示を細かく変更する。
歯車の形のアイコンの「設定」→「個人設定」→「スタートを開く」をクリックし、
この画面からスタート画面の項目を「オン」
「オフ」指定で、表示‣非表示が出来る。
又、画面一番下にある「スタート画面に表示スルフォルダを選ぶ」をクリックすると、
エクスプローラ、ドキュメント、ピクチャー、個人用フォルダ等をオン・オフで直接開
くことが出来る。
（従来の順を追って開くより早い。
）
８．Windows ロゴの右クリックメニューの活用。
左下にあるスタートメニュー用のロゴを右クリックで、システム関連のメニューウイ
ンドウが開く。
「Windows モビリティセンター」をクリックすると
５つの画面表示で、外付けディスプレー接続・明るさ・容量・電源状態等が
設定できる。
「フアィル名を指定して実行」をクリックすると
ｋぉマンド入力で、フォルダを開くことが出来る。
◆２時間目 Windows10 楽々技ワザ＆便利技
One Drive でフアィルを保存

１４：２５～１５：４５ ８０分
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クラウドストレージの「One Drive」を活用しよう。
「クラウドストレージ」は、インターネット上に自分のフアィルを保存が出来る機能で、
各社が似たようなものを提供している。One Drive はマイクロソフトが提供しており、
Microsoft アカウントでサインインすれば利用できる。
エクスプローラでも Web ブラウザでも開ける。
タスクトレーに「エクスプローラ」と「One Drive」のアイコンがあるので、どちらで
操作をしてもワンドライブが開く。
エクスプローラ

右クリックすると、個別のフォルダを開くことが出来る。

One Drive アイコン

右クリックすると、設定や同期の一時停止が出来る。
2

Web 画面で知人とのフアィル共有を設定。
フアィルや画面を選択して、メニューの共有タブ押し、特定のユーザ画面から送りたい
相手の URL を入力すると、相手はこの画面を見る事が出来る。共有者が編集をすること
も可能にすることが出来る。
指定したフォルダだけを同期にする。
ストレージ容量の少ない携帯ノート等のパソコンに、One Drive を同期させる使い方が
出来る。
タスクトレーの中の One Drive のアイコンを右クリックして「設定」→「アカウント」
タブ→ フォルダの選択 をクリックすると
「One Drive のフアィルをこのパソコンと同期」の画面が開き、が入っているフォルダ
やフアイルが表示される。
同期させたいものはが入ったままにして、あとはチエックを外す。→ ＯＫ を押す。
以上でがはいっているものが One Drive に表示されている。
「フアィルのオンデマンド」で利用する、
※オンデマンド ＝ 利用者の要求に応じて、サービスを提供する方式で、クライアント
からの要求に応じて、データを送ったりサービスを提供する方式。
One Drive を右クリックして「設定」をクリックすると画面表がでる。
・フアィルのオンデマンドに□チエックを入れる→ ＯＫ で、
常にクラウドからパソコンにダウンロードして表示になる。
・フアィルのオンデマンドに□チエックを外しておく→ ＯＫ で、
クラウドからパソコンにダウンロードされない。
One Drive の新しい使い方をマスターしよう。
資料 日経ﾊﾟｿｺﾝ 2018.3.26 P28～P29 ２ページ
「One Drive」はマイクロソフトが運営するクラウドストレージサービスで、クラウドにフア
ィルをアップロードし、必要に応じパソコンにフアィルをダウンロードできる。
エクスプローラから「One drive」をクリックして画面を出すと、
各フオルダやフアイルが表示され、保存形態がマークアイコンで表示され一目で判る。
アイコンマーク印
円形矢印
丸にチエック印
丸にチエック印色つき
雲 形

アイコンマークの意味
同期作業中
パソコンだけに保存
パソコンとワンドライブ両方に保存
ワンドライブのみに保存

※ 同期させることでパソコンにもクラウドにも自動保存される。
Windows10 バージョン１７０９ 以降は、フアィルはクラウド上で保存管理して、パソコン
へは「フアィルのオンデマンド」機能で、ダウンロードするやり方になった。
利点として、通常の操作で意識せずにバックアップが出来る。
欠点として、５ＧＢの無料保存が一杯になり、有料の大容量が必要（50GB/月 170 円）になる。
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保存先の指定
タスクトレーの中の「One Drive」を右クリックする→「設定（Ｓ）
」→「アカウン」タブ→
「フォルダの選択（Ｃ）
」をクリックすると、
One Drive のフアイルをこのパソコンと同期

が表示され、ワンドライブに

アップロードされているフォルダ・フアィルが出る。
 one drive のフアィルとフォルダを全て同期

に全てチエックが入っている。

 フォルダに無いフアイル
 画像
 〇〇〇〇フォルダ
 ××××フォルダ
 △△△△フアィル

全てにチエックが入っている。

チエックを外して→ ＯＫ を押すと、

クラウド上に保存されなくて、パソコンに保
存される。

One Drive の保存使用容量の調べ方 ＝ ワンドライブの上で右クリック→プロパティ→
「アカウント」タブを開くと使用中の容量が表示。
◆３時間目 コンピュータの基礎講座

１３回講座の８回目

15:45～16:10

３０分

「インターネットは誰が管理しているの？」 資料 日経ﾊﾟｿｺﾝ 2014.7.28 p82～ｐ83 ２ページ
結論から言うと、様々なネットが繋がっているだけで、インターネットは管理者はいない。
自分のパソコンが小さなネットワークに所属し、小さなネットワーク同士が相互に物理的に
つながっており、ネットワークを繋いでいる装置を「ルーター」と呼んでいる。
接続会社（プロパイダー）に通信料金を支払っているが、プロパイダーに階層（Tier ティア）
があり、下位が上位に ティア３→ティア２→ティア１へと通行料（接続料）を支払い世界中
につながっている。
ＩＴは、米国を中心に発展してきた歴史があり、Tier1 （ティア１）は世界に１０社で米国
８社・日本１社（ＯＣＮ の ＮＴＴコミニュケーション）
・スエーデン１社（テリアソネア）
である。
ティア１同士は対等の関係にあり、無料でメッシュ状態で接続し合っている。
（力のあるものは誰にも接続料を払わずに済む。
）
◆４時間目 パソコン全般
質問

１６：１０～１６２５ １５分

現在 Windows Live メールを使用しているが、サポート終了に伴い移行するメー
ルは何にしたらよいか？

アドバイス
メールには

Windows 系統

Out Look Windows メール

Thunderbird

Web 系統 （ヤフー。Ｇメール）等がある。

Live メールを使っていたならば、やはり Windows 系統の Outlook を使う方が良いの
ではないか。
―以上―
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