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平成３１年5月０３日 

リーダー 八田 崇史 

４月度活動報告 

平成３１年４月２７日（土）（第２５２回目）         

                                                      １３：３０～１６：００ 

                                     参加者１０名 

◆１時間目 お答えします Q&A ７回講座の１回目       ：３０～２：００ ３０分 

  Outlook2016の初期の設定では、受信したメール本文に添付されている画像は、表示されない

仕組みになっている。 

  理由は、迷惑メールや詐欺目的のフイッシングメールの内容が、受信と同時に表示されない様

にするためです。 

  信頼できる人からの受信なら「本文」を開くと、上部左側に「i マーク」が出て、画像をダウ

ンロードするにはここをクリックします。プライパシー保護……自動的にダウンロードされます」

の表示がされているので、この上にポインターを置くと色付き反転するので、クリックすると画

像が表示される。 

 ※法人や個人の他人からの添付フアイルメールは、本文を開くと上部左側に「i マーク」が表示

されており、その上をクリックするとドロップメニューが表示される。 

      ・画像のダウンロード 

      ・自動ダウンロード 

      ・差出人を「信頼できる差出人のリスト」に追加 

      ・ドメイン………＠……com.jp（信頼できる差出人のリストに追加） 

           ドメインとはネット上の住所（アドレス） 

 

・送信者が信頼できる相手なら、「信頼できる差出人リスト」に入れる。そうするとこの人からメ

ールが着信すると、画像が自動的に表示される。 

     「信頼できる差出人リスト」に入れる手順 

１． 受信メールを選択する。 

２． Outlook画面のホームタブの「迷惑メール」をクリックする。 

３． 迷惑メールのオプションをクリックする。 

４． 「信頼できる差出人リスト」タブを選択する。 

５．  追加 (D) を押すと、左側に        入力枠が出る。 

６． この枠内に送信者のアドレスを入力（又はコピーペスト）して OK を押す。 

  次回からこのドメイン（ネット上のアドレス「住所」）か届いたメールの画像は、自動的に表

示される。 

 

◆２時間目 Windws10裏技活用 ７回講座の１回目      ２：００～３：１５  ７５分 

 第一章 時短の裏技 （２１項目の中から４項目を実施した。）資料2019.3月号特別付録 P10 

  シャットダウンアイコンを作り、ダブルクリック一発でパソコンの電源を落とす裏テク 

    パソコンの電源を落とすには通常だとスタートメニュー・電源ボタン・シャットダウンの

3ステップが必要だが、これを１ステップに短縮する。 

    シャットダウンのショートカットアイコンを作る方法 
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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→「ショートカット(S)」を選択する。 

３． 「ショートカット」のウイザードが表示されるので、入力枠の中に 

Shutdown /p と入力して 次へ を押す。     

４． ショートカットの名前を付けるウイザードが表示されるので、 

                の枠内に名前を入力する。 

   この名前を（シャットダウン）と入れた。 

５． 最後に 完了 のボタンを押す。 

６． デスクトップ上にシャットダウンのショートカットアイコンが出ているので、これ

を右クリックして表示された中から「タスクバーにピン留めする(K)」を選択する。 

（この６の操作で画面上のシャットダウンのボタンが見えなくても操作が出来る。） 

 

    Windows画面に「スリープアイコン」を作る方法 

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→「ショートカット(S)」を選択する。 

３． 「ショートカット」のウイザードが表示されるので、入力枠の中に 

Rundll32.exe powrprof,dll,SetSuspendState 0,1,0  と入力して 次へ を押す。 

４． ショートカットの名前を付けるウイザードが表示されるので、 

                の枠内に名前を入力する。 

  この名前を（スリープ）と入れた。 

   ※ 何故か「スリープ」アイコンはうまく出来ずエラーになった。来月までに再挑戦する。 

 

  高速スタートアップ機能で起動時間を短縮する。      資料 2019.3月号特別付録 P13 

   コントロールパネル→システムとセキュリティ→「電源オプション」→画面左側に表示され

ている「電源ボタンの動作の選択」→電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化の下に青

色表示されている  現在利用可能でない設定を変更します をクリックする。 

   すると シャットダウンの設定 のグレー色が鮮明色になり、チエック入力可能状態になる。 

□ 高速スタートアップを有効にする（推奨） 

これによりシャットダウン後のPCの起動時間が速くなります。再起動は影響を受け

ません。 

□ スリープ 

□ 休止状態 

□ ロック 

    の４つが表示されているので、高速スタートにチエックを入れ→ 変更の保存 を押す。 

    以上で完了です。 

         私のPC場合、４つすべてにチエックが入っていました。 

 

   「半角／全角」キーの押し間違い問題を完全解決 

                                資料 2019.3月号特別付録 P17 

   文字入力の標準操作は、左上にある「半／全」キーを押してするが、文字入力操作で余計に

押してしまって入力モードが反対になってしまうことがある。 
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   スペースキーの左側の無変換キーを半角英数字に割り当て、右側の変換キーを全角ひらがな

に割り当てる。このように割り振ることができると大変便利になる。  

      従来の使用キー            設定変更後の使用キー 

 

    A   半／全   あ   ➔    無変換  ⊕  スペースキー  変 換 

          漢字  キー                      

                             A               あ 

    

   操作方法 

１． デスクトップ画面の下にあるタスクトレー（通知領域）内の IME の「A」または「あ」

の上で右クリックする。 

２． ドロップメニューの中のプロパティをクリックする。 

３．  詳細設定（A） をクリックする。 

４． 「全般」タブの「編集操作」の中の右側にある 変換（D）をクリックする。 

５． キー設定 タブのスライドバーを下げて 

無変換 を選択して、 変換（M） を押して、IMEオフ を選ぶ。 

    変 換 を選択して、 変換（M） を押して、IMEオン を選んで設定をする。 

６． 下にある OK ボタンをクリックする。 

以上で 無変換キー が半角英数    になり 

    変 換キー が全角ひらがな  になった。 

何回押しても切り替わらないので安心。 

   尚、従来使っていた左上の 半角／全角 切り替えキー も併用で使えます。 

 

  タスクバーに登録したソフトは、キーボード又はクリックだけで素早く起動できる    

                                資料 2019.3月号特別付録 P22 

   タスクバーにソフトを追加する方法 

１． Windowsキーを押してメニュータイルを表示する。 

２． 目的のタイルを右クリックする。 

３． その他 › をクリックする。 

４． タスクバーにピン留めをする  をクリックする。 

 

以上でソフトがタスクバー内に表示されました。他のソフトも同じ方法で 10 個まで表示

が出来ます。 

    次の図がタスクバーを示していますが、左から３番目の「タスクビュー」のアイコンは、

バージョンアップにより形状が変わって最近は２図の形状になっています。 

１図では単純な横型になっていますが、２図では複雑な縦型になっています。 

１図 
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２図 

    

 

  タスクバー内に登録されたソフトの配列は、数字が自動的に割り当てられます。 

 １図で説明すると左から「 

「Windowsボタン」          メニューやタイルの表示      固定され           

「Cortana（コルタナ）検索ボタン」   知りたい内容を入力し検索         ており、割 

「タスクビューボタン」         多数の開いて隠れているソフト   当て数字は 

をクリックで前面に出す。     なし。 

   タスクビューの右横から数字が自動割り当てで、 

   「エッジ」            数字割り当て番号１ 

   「エクスプローラ         数字割り当て番号２ 

   「マイクロソフトストア」     数字割り当て番号３ 

   「インターネットエクスプローラ」 数字割り当て番号４ 

   「メール」            数字割り当て番号５     となります。 

   尚、タスクトレー内のソフトアイコンの順番の入れ替えができます。 

     アイコンをホールドして、タスク内でドラグ＆ドロプすれば好きなところに移動ができ

ます。 当然番号も変わります。 

   目的のソフトを開くには、２つの方法があります。 

    １つ 「Windowsキー」ボタン＋「数字キー」ボタン で画面が開く。 

    １つ  タスクバー内の「アイコン」をクリック    で画面が開く。 

  ワードやエクセル等の作業をしていて、デスクトップの画面が塞がっている場合、一発で別の

ソフトを開くことができる。 

  また多数の画面を使っているとき、別の画面は重なって見えないので、左から３番目のタスク

ビューをクリックすると重なっていた画面が分散表示されるので、クリックするとその画面が

前面に表示されるので便利。 

 

◆３時間目 パソコン全般                  ３：１５～４：００ ４５分 

 １．Win7からWin10への変更はできていますか！ 

    富士通からのWin7サポート終了対応の紹介をした。 

   ・インターネットやメールが安全に利用出来なくなる。 

   ・パソコン用アプリケーション（ソフトウエア）、周辺機器の最新版が利用出来なくなる。 

・Windows7のトラブルが解決出来なくなる。 

     以上からサポート終了まであと８か月、メールアドレスの移転や Win10 の画面や操作

に慣れる事を考えると、タイムリミットぎりぎり。 
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 ２．「アドオンを無効にすることで、閲覧の速度を上げます」のメッセージの表示について。 

    パソコンを開くと画面によく表示されるが、表示される原因と対処方法について、富士通

関連の谷口電気店からのメールサポートを紹介した。 

   アドオンとは 

     ソフトウエアに追加して、機能を拡張するプログラムのことで、アドオンに対応したソ

フトウエアはいろいろあって、必要に応じて機能が増やせるようになっている。 

     Internet Exploreでもアドオンは利用できる。セキュリティソフトの「マカフィー」の

アドオン「サイドアドバイザー」は危険なHPへの誘導を防ぐ機能を持っています。 

     他にもGoogleが提供する検索機能を持つアドオン「Googleツールバー」というものも

ある。 

   メッセージが表示される原因 

     ツールバーからすぐに検索ができたり、危険というページを教えてくれたり、アドオン

機能が追加されるのは便利ですが、インストールしたアドオンが多くなると、それだけ動

作が遅くなる。 

     そこで Internet Exploreでは「パフオーマンスアドバイザー」という機能で、アドオン

の動作に時間がかかっている時、 

     「アドオンを無効にすることで閲覧の速度を上げます」というメッセージ表示が出るよ

うになっています。 

     初期設定でアドオンの動作において、ホームページの表示が0.2秒以上遅くなると、こ

のメッセージが表示される。 

   ではどう対処するか 

     度々この表示が出るようなら、不要なアドオンをインストールしていないか確認する。 

    例えば、「Googleツールバー」と「yahooツールバー」が有効になっていた場合、どちら

も検索エンジンのアドオンなので、どちらか一方を無効にする。 

     但し、むやみにアドオンを無効にすると、動画の再生やよく使うサイトのサービス等、

使えない機能が出てきます。 

     不要なアドオンが無い状態なら、表示されても気にする事はありません。このメッセ

ジ表示するまでの時間を変更する事もできます。 

    ・アドオンの一覧表示や時間を変更するには、 

     「アドオンを無効にすることで閲覧の速度を上げます」というメッセージ表示がでたら、

アドオンの選択 をクリックすると、現在利用中のアドオン一覧と時間が表示されるの

で、不要なものは無効にし、時間も変更することができます。 

     後で確認する をクリックした場合、メッセージが消えるだけです。 

 

 ３．Office2019の発売について 

   マイクロソフトが１月末発表で、最新バージョンOffice2019の発売開始をしました。 

  ダウンロード版でOffice Personal  29,800円 Office Professional 59,800円 

 

４．２０１８年度の会計報告 

収支報告をプロジェクターで表示し、長谷川会計担当の説明があり承認されました。 

                                  —以上— 


