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平成３１年４月０６日 

リーダー 八田 崇史 

３月度活動報告 

平成３１年３月２３日（土）（第２５１回目）         

                                                 １３：３０～１６：３０ 

                                     参加者１０名 

◆１時間目  手持ちの写真をネットで生かす 第三回目（最終回）１：３０～２：３５ ６５分 

   「アルバムにして披露する」   資料 日経パソコン2018.11.12号 P54～P57  ４枚 

 資料ではクラウドの「OneDrive」と「google フォト」両方での、写真を共有してみんなに披露

する解説だが、今月の講座は「Googleフォト」での説明となった。 

  

 Googleフォトを利用するには、まずグーグルのアカウントを取得することが条件になる。 

 まず今回は、パソコンからアカウントの取得の作業を最初にした。 

１． グーグルの画面を出した、右尾上のログインをクリックする。 

２． パソコン画面上の アカウントの作成 をクリックする。 

３． Googleアカウント作製 画面上に入力する。 

 名前 

 ユーザ名選択  ………＠gmail.com   アットマークの前の部分を設定する。 

４． パスワードの設定入力と再入力をする。 

５． 生年月日。 

６． 性別選択。 

７．  デフォルトのホームページ のチエックは入れない。そのままにしておく。 

８． テキスト入力 では「上部に表示されている英数字」を入力する。 

９． 「 国 」  日本と入力。 

 １０．グーグルの利用規約とプライバシー に 同意する にチエックを入れて、 

次のステップ  をクリックする。 

                以上で入力は完了。 

 １１．アカウント確認画面で「コード受取方法」を選択して、 

受け取り方法で  メールアドレス又は電話番号を入力し、 

コード受取方法で 〇テキストメッセージ（携帯電話メール） にチエックをいれ 

          次へ  をクリックする。 

 １２．携帯の「SMS メッセージ」に確認コードが着信するので、パソコンの画面に「確認コー

ド」を入力して 次へ を押す。 

 １３．画面に「 ようこそ 」が表示された。 これで登録が完了してグーグルフォトが使える。 

 

  グーグルフォトを使ってアルバムを作成する方法。 

 グーグル画面右上の「Google のアプリ」をクリックすると、その中の「フォト」をクリックす

ると、左側に４個の字列（フォト・アルバム・アシスタント・共有）が表示された写真一覧画面

が表示されるので、 

① アルバムに登録したい写真画像の左上の〇をクリックし、チエックを入れて画像の選択を完

了さす。 
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②  タイトルを追加 をクリックして、カーソルを出してタイトルを入力する。 

③ 画面左上の ← を押すと、左側の 青色のアルバムが選択された状態で、アルバム画面が

表示され、入力したタイトルのアルバム（選択コンテンツ数）が表示されている。 

 

さらに新しいアルバムを作る時は 

１． アルバム一覧画面の 

                           ＋ 

 

                         アルバム作成 

                                                                   をクリック。 

 

２．アルバムは空です。 写真の追加  をクリックすると 

３．アルバム一覧画面が表示されるので、右上の青色のパソコンから選択をクリックする。 

４．エクスプローラが表示されるので、左側のフォルダを選択すると、右側の画面に各画 

が表示される。 

   ５．２４個の画像を選択して  開く（O） ▼  をクリック。 

   ６．フォトライブラリーに２４個自動アップロードしました  が表示される。 

   ７．アルバム一覧画面の左側の「フォト」をクリックすると、 ⑥ で２４個アップロード

した画像が表示されている。 

     これをアルバム編集するには、①殻を繰り返すと新規のアルバムが完成する。 

  多くの道具 

   アルバムの中から１つの画像を選択すると、画面右上に６つのアイコンが表示される。 

   アイコン上にポインターを置くとアイコン名が出てくる。 

        共有  編集  拡大  情報  お気に入り  削除 

   共有     をクリックすると、アドレス入力画面になり、送信するとクラウド上の画像

が見える。 

   編集     をクリックすると、右側に１４個のフイルタが表示されており、好みの画像

に出来る。 

          上部には４つの機能アイコンがあり、 

        フイルタ 基本補正（明るさ・色等） 角度調整と回転（尺度をドラグで傾き） 

   拡大     をクリックで大きく、小さく 

   情報     をクリックで、日時・場所・カメラ・画像サイズ等の表示。 

   お気に入り  を押すと登録が出来る。 

   削除     をクリックするとゴミ箱に入る。 

上記の操作手順を学習した。 

 

◆２時間目 絵日記・旅日記の作成              ２：３５～３：２５ ５０分 

  「写真画像を使ってOneNoteで作る」  資料 日経パソコン2018.8.27  P48～P51 ４枚 

 現在、このOne Noteを実際に使用している実例を紹介してもらった。 

 使い方として毎日の日誌ではなく、話題性がある節目々の出来事時に、画像入りで書いている。 

 例えば、2015.01.03の大雪の時は写真入りで作成保存。（ノートは５GBなので、画像は小さく。） 
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 Windows10には、Officeに組み込みで「One Note2016」が入っているが、今後は開発が行われ

ないので、ストアアプリ版のOne noteを使う方が良い。 

（これから使う人は、このストアアプリ版がお薦め。） 

 インストールの仕方 

 ・windows10 

Win10のアプリストアを開いて、検索欄に「One Note」と入力すると、ドロップ窓に関連す

る項目表示が出る。この中から「One note web clipper」を選択してインストールする。 

 ・Win7 

  Win7の人は、www.One note.com/clipper ? omkt =ja-jaと入力して画面を出す。 

  次に 

① マイクロソフトアカウント入力。 

② 本人確認画面が表示され、確認用のメール画面が出るのでクリックして送信する。   

             （画面はそのままにしておく） 

③ 受信メールを開くと、７桁のコードが表示されている。 

④ ②の画面に受信した「７桁のコード」を入力する。  すると 

⑤ One Note Clipperインストール画面になる。 

⑥ この表示画面の上部の「お気に入り」タブの中へ、ドラグする事でインストール完了にな

る。（画面のお気に入りタブの中に３つのアイコン「One Note Clipper・One Noteに送る・

One Noteリンクノート」が表示されている。） 

 One Noteを使う時は、このタブに表示されているアイコンをクリックする。 

   One Note ClipperはOne Driveに保存されるので、スマホでも使うことが出来る。 

 One Driveを開くと画面は、ノートブック・クイックノート・無題のページ。入力ページの４枚

のページが表示されている。 

 「セクション」と「ページ」で整理する。 

・クイックノート欄の下に「＋セクション」があり、これを押すと新しいセクションが表示さ

れる。表示されて所に項目タイトルを入力する。 

   ・右側の 無題のページ の文字は、右側の大きな空欄のページの日時表示の上をクリックす

るとカーソルが出る。ここにページの題目を入れると、 無題のページ の中に文字が反映

して表示される。 

   このページ内には、文字入力・箇条書き・画像の挿入・フアィルの添付・手書きやペン入力

等も出来る。 

 「挿入」タブで画像や表の追加 

   「挿入」タブで様々なデータ入力をすることが出来る。 

  「画像」ボタンからは、   フアィル・カメラ・オンラインの３形態から挿入可能。 

  「フアィル」｛PDF｝ボタンからは、 エクスプローラ表示が出来るので、各フアィルをドラ

グ＆ドロップが出来る。 

  「オーディオ」ボタンからは 音声の録音が聞ける。 

  「表」のボタンからは、   ページの挿入場所にカーソルを出して、表の升目を選択すると

表が表示される。 

 「「描画」ボタンで手書きや図形 

描画」ボタンを押して各ペンを押すと色の選択が出来、ペン右の＋を押すと（鉛筆・ペン・蛍ペン）
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選択が出来て、ページの場所に自由に書くことが出来る。 

  「図形」ボタンでは、 図形を選択してドラグすれば選択図形になる。 

One Noteのデータフアィルの確認 

   One Noteで作成した各ノートブックは、「One Drive」のドキュメントフオルダに保存され

るので、スマートフオンから見る事が出来る。 

   フアィルの削除 

    エクスプローラのOne Drive内にある「ドキュメント」のフォルダを直接削除は出来ない。 

    エクスプローラのOne Noteのノートブックのショートカットも直接削除できない。 

   削除したい時は、 

    One Noteを開いて、ノートブックのフアィルを削除する。 

 スマホアプリやWebブラウザでも使える 

  スマートフオンにAPP StoreからOne Note Web Clipperをインストールして、アプリを起動

して、Microsoftアカウントでサインインすると使えるようにする。 

  この「One Note Online」は、Webページの閲覧や編集が可能で便利である。 

 別途追加参考資料として、One noteで情報を整理する 

   「ノートアプリの機能と仕組み」  日経パソコン 2019.01.14   P91～P96 ５枚をも

らった。 

※日記としての使用はオモシロイ。使いこなすにはかなりの時間がかかる様に思えた。 

 

◆３時間目 パソコン全般                 ３：２５～４：２５  ６０分 

 １．２０平成３１年度（２０１９年）年間活動計画の説明分 

   年核計画表を配布したが、テーマ別の振り分けと時間割についての説明をした。 

   当初１２月は第２週の１２月１４日（土）を計画していたが、先約で確保できず止む無く第

３週の１２月２１日（土）に変更して会社の許可が下りた。この説明も了承してもらった。 

   尚、今年からは３０分短縮しての２時間半活動で、４時終了も説明した。 

 

 ２．パソコン画面から「安全に取り外す」のアイコンが消えてしまった。どこを探しても無い。 

   新規にこのアイコンを出した方法の紹介 

 

    安全な取り外しのアイコンを新規に出す方法        

２０１９．０２．２８に、外付けＨＤＤを取り外ししょうと思ったら、タスクバー内に取り外し

のアイコンが消えている。 

 隠れているインジケータの▲をおしてみると、画面上に表示されていないので「カスタム」を押

し、スライドバーで最終まで見るが安全に取り外すアイコンの表示が無く消えている。 

 安全にＵＳＢフラッシュメモリーや外付けＨＤＤの取り外しに不安になるので、ナントカシナケ

レバと思い、安全な取り外しのアイコンを出すことが出来た。 

手順 

１． デスクトップの何もないところで右クリック。 

２． 「新規作成」をクリック。 

３． 「ショートカット（Ｓ）」をクリック。 

４． 項目の場所に入力をしてください………の画面が表示される。 
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 Rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll     と入力して 

                             次へ  をクリック。 

        これだけはドットでなくカンマです。 

④ ショートアイコンの名前の入力画面が出るので 

  ハードウエアの安全な取り外し  と入力して 完了 を押すと 

  デスクトップ上に、白紙のショートカット 形状のアイコンが表示された。 

 

  このアイコンの形状を今までのアイコンと同じ形状にする。 

① このアイコンの上で右クリックする。 

② プロパティをクリック。 

③ 「ショートカット」タブをクリック。 

④ アイコンの変更画面で 

 このフアィル内のアイコンを検索（Ｌ）に 

  %System Root%¥system32¥hotplug.dll   と入力し、 

  タスクバーに表示されていたのと同じアイコンをクリックして、 ＯＫ を押す。 

⑤ 枠内に１つしかアイコンが出ていないので、 参照 をクリックする。 

  ショートカット  タブ 

このフアイル内のアイコンを検索（Ｌ） 

 %System Root%¥…………の表示があり    参照  をクリックする。 

下に一覧からアイコンを選択 

 

                     

 

 

 

⑥ アイコン変更画面で、 右側のスライドバーで下げると、前とよく似たアイコンがあった

のでこれを選択した。 

 

    Device Eject.exe       

 

 

と表示されていたものを選択して 

                        開く(O)   ▼  を押す。 

 

⑦ すると ⑤の 下の一覧からアイコンを選択 の枠の中に、 

                   Device Eject.exeのアイコンが表示された。

    

                      ＯＫ  を押す。 
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⑧ ショートカットタブの ＯＫ を押す。 すると ⑤の時のデスクトップ上のアイコン形

状が変更されている。 

⑨ このアイコンをＷクリックして開く。 

⑩ ハードウエアの安全な取り外し 画面から、取り外すデバイスを選択して、 停止 を 

クリックして、 

彩度選択状態を確認して、 ＯＫ を押す。 

⑪ デスクトップの「ハードウエアの安全な取り外し」を右クリックして、ドロップメニュー

から「タスクバーに表示する」をクリックする。 

⑫ タスクバー内に正しい縦向きの依然と同じアイコンが表示された。 

デスクトップとタスクバーの両方にアイコンを表示しておく。 

    

  ※カスタマイズに出ているかを確認したが、表示されていなかった。が 

 翌日に画面を見ると、元通りカスタマイズに表示できていた。 

  早速正常に機能するか試しに外付けHDDを接続して、アイコンをクリックすると、吹き出しが

出て、「安全委取り外しが出来ます」の表示が現れた。  （正常に戻った。） 

 

この説明を終了した時、私はこの「安全に取り外す」アイコンは一切使ったことがないという発言

があった。ではどんな方法なのか？ 

 コントロールパネル→コンピュータ→リムーバブルディスクが表示出来たらこのディスクの上

で右クリック→取り出し（J）をクリック→するとタスクトレーのインジケータのところから 

吹き出しで   

       ハードディスクの取り出し 

    リムーバブルディスクは、コンピュータから安全に取り外すことが出来る。 

     の表示が出る。         ↓    これを確認して 

            USB又はHDDをUSBから抜き取っている。 

私の全く知らない方法だった。大変参考になった。 

                                ―以上― 

 

  


