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令和元年６月１０日 

リーダー 八田 崇史 

５月度活動報告 

令和元年５月２５日（土）（第２５３回目）         

                                                      １３：３０～１４：１０ 

                                     参加者１１名 

◆１時間目 お答えします Q&A   １０回講座の２回目  １３：３０～１４：１０ ４０分 

                      資料 日経パソコン 2017.3.27. 66ページの１枚 

  Q Win10のサインインでPINを使っているが、パスワードを忘れてしまいそうなので、PIN

を使わないようにしようと思っている。 

「Windows10でPINを削除する方法」を知りたい。 

  A ４桁のパスワードのPINを削除する手順 

１． キーボードのWindows ボタンを押して、左側に表示された設定（歯車形状）を押す。 

２． アカウントをクリックして、左側の「サインインオプション」をクリック。 

３． 右側画面の「PIN」の項目で、 削除 ボタンを押す。 

※４桁のPINを使ってないときは、 PINの項目は 追加 になっている。 

４． 確認画面が表示されるので、もう一度 削除 ボタンをクリックする。 

５． 入力画面が表示されるので、 

Win10で利用しているマイクロソフトの パスワード を入力して OK を押す。 

 以上でPINが削除されて、次回から４桁のPINパスワードは使えない。 

再びPIN を使いたいときは、Windows ボタン➔アカウント➔サインインオプション

を開いて、PINの項目で 追加 を押して設定をすると PIN４桁のパスワードが使え

る。 

  従来のパスワードなら 8 桁以上が必要だが、この PIN は４桁の数字の組み合わせで覚えやす

い。PINパスワードはこれを使っているこのソコンの中に保存されるので、別のパソコンで入力

してもサインインができない。こうした点からマイクロソフトは PIN を利用することを推奨し

ています。 

 ※PINを使わないので削除する時 

   Winの設定➔「アカウント」➔画面左側の「サインインオプション」➔画面右側の「PINの項

目の「削除」を押す➔確認のメッセージが表示されるのでもう一度 削除 を押す➔ Win10

で使用しているアカウントのパスワードを入力して➔ OK を押す。 

  以上で PIN が削除されるので、PIN の４桁のパスワードは使えなくなります。再び PIN を使

いたいときは、A４番の「PIN」の項目で、 追加 を押して設定する事。 

 

◆２時間目 スマートフォン講座  ６回講座の１回目   １４：１０～１５：４５ ９５分 

  スマートフォン（アイフオーン型とアンドロドイド型の両方）を使いこなす為に、資料として

iPhone入門とスマートフォン入門の本からページを抜粋使用して、今回は１４項目をした。 
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  注 iPhone ＝ Appleが作ったスマホで機種により多少の差はあるが、捜査は大体同じです。

OSとして「i o s 」を搭載しており他のメーカは作ることができません。 

    Android ＝ 様々なメーカが作っており、機種によって画面や操作が異なる場合がある。

OSはGoogleが制作販売し搭載されている。 

  各自が持っているスマートフォンで実際に操作をしながら進めました。 

１． タッチパネルの操作を覚えよう。（資料１８ページ） 

スマホの画面は指先名などで触れて操作ができるタッチパネルを採用しており、触れ方や指先

の動かし方によりいくつかの種類があります。 

１８ページの資料は、指先で画面に触れて操作する６つの方法が図解で表示されている。 

・タップ／ダブルタップ  ＝ 画面の項目やアイコンを軽く１回、または２回たたきます。 

  ・ロングタッチ      ＝ 画面をタップした後、１秒以上指を離さずしばらく待つ。 

・ドラッグ        ＝ 画面や項目やアイコンを指で押さえながら移動する。 

  ・スワイプ        ＝ 画面を上下左右に素早く払うように触れる。 

  ・ピンチアウト／ピンチイン＝ ２本の指で画面にタッチしたまま、指を開いたり閉じたりす

る。 

  ・プレス         ＝ 画面をロングタッチよりも少し強めに押し込む。 

  

２． スマホやタブレットのタッチ操作を覚えよう。（資料６ページ） 

   ケータイ電話からスマホに乗り換えると最初の戸惑うのがスマホ独特に操作です。まづここ

でしっかり基本を具体的に覚える。 

  ・タップ   画面内の指定の場所を指で軽く「トン」とたたき、すぐに離します。指の腹で

タッチするのがポイントでアプリの起動や項目の指定なので使う最も基本的

な操作。 

  ・スワイプ  画面を一定方向に指でなぞる。（上下左右方向に） 

         画面に指を触れて、触れたまま目的の方向に指を動かす。画面のスクロールや

アイコンを移動するときに操作する。 

 ３．２の続きで（資料７ページ） 

  ・ダブルタップ   画面を軽く２回たたく。 

            目的の場所で指でトントンと２回たたいてから離す。指の腹でシッカリ

触って離す。 

  ・ピンチアウト   ２本の指を広げる操作 

            画面を２本の指で同時に触れた後、指同士で広げるのがピンチアウトで

す。画像や地図の拡大に使う。 

  ・ピンチイン    ２本の指を狭める操作 

            画面を２本の指で同時に触れた後、指同士を狭めるのがピンチインです。

拡大した地図や画像を縮小に使う。 

  ・フリック     画面を一定方向に指ではらう 

            画面に指を置いて触れたまま、上下又は左右いずれかに指を弾くように

動かす。文字の入力や画面を素早く移動させたいときに使う。 

            スワイプと似ていますが、勢いをつけて弾く点が異なる。 

  ・長押し      画面を押し続ける 
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            目的の場所にしばらく（１秒以上）触れたままにする動作。 

            ホーム画面のカスタマイズなどに利用する。 

  ・ドラグ＆ドロップ アイコンをつかんで離す 

            アプリアイコンを指で押し、そのまま離さずに別場所に移動し指を離す。 

４． iPhoneで覚えておきたい操作（資料８ページ） 

iPhone８の機種では、「３D Touch」という画面を押し込んで操作するのがあります。２の

続きの中の「長押し」と似ている操作のため間違わないように。長押しは指で触れたまま１

秒以上触れたままの操作です。 

３D Touchはアイコンをぐっと押し込む操作で、長押しとは別です。 

  ・3D Touchの使い方 

    １．アイコンをぐっと圧力をかけるように押し込む。 

    ２．3D Touchのメニューが表示される。 

  ・画面のアイコンが勝手に下がってしまった 

    iPhone を使っていると、突然画面のアイコンが下がってしまうことがある。ホームボタ

ンを２回タップするとこの状態になる。 

    ディスプレィが大型化により指が届かない問題の解消する為の「簡易アクセス」なのです。 

    慌てずにホームボタンを押すと元に戻ります。 

  ・意図しない画面が開いたら 

    慌てずにホームボタンを押すと正常画面に戻ります。 

５． Androidで覚えておきたい操作（資料9ページ） 

 Androidスマホは、画面の下部に「ソフトキー」と呼ばれる操作キーがあります。 

 左から「バックキー」 １つ前の操作に戻るキーです。 

    「ホームキー」 ホーム画面に戻るキーです。   

    「履歴キー」  最近使ったアプリを表示するキーです。 

６． ステータスバーの見方を覚えたい（資料１６ページ） 

スマホの画面上部には様々な情報が表示されている。 

常に表示されているのはバッテリー状態・現在の時刻・データ通信の電波状態で、その他の

表示は設定のオンによって表示される。このアイコンの意味を知っていればスマホの現状態

を把握できる。但し、iPhoneとAndroidではアイコンが異なります。 

主なステータスアイコンは次のとおりです。 

 携帯電話ネットワークの通信範囲内にいるので、電話をかけたり受けたりする

ことができます。信号がない場合は、「圏外」と表示されます。 

 

      Wi-Fi がオンでインターネットに接続されています。 

        App や Web サイトが位置情報サービスを利用しています。白抜き で表示さ

れるのは、所定の条件下での位置情報を App や Web サイトが受信している場

合です。 

   機内モードがオンになっています。この設定をオフにするまでは、電話をかけた

https://support.apple.com/ja-jp/HT202639
https://support.apple.com/ja-jp/HT203033
https://support.apple.com/ja-jp/HT204234
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り Bluetooth を使ったりできません。 

    画面の向きをロック」がオンになっています。この設定をオフにするまで、画面

の向きが固定され、回転しません。 

   このアイコンは、iPhone のバッテリー残量を示します。このアイコンが黄色にな

っている場合は、低電力モードがオンになっています。赤くなっているときは、

iPhone の充電残量が 20% を切っています。 

   NFCのリーダー／ライター機能がオンになっています。NFCでの機器連携やおサ

イフケータイを使わないのに、これが表示されていたら、クイック設定パネルを開

いてオフにしましょう。 

  Bluetooth 機能がオンになっていると表示される。 

 

  アラームが設定されていると表示される。 

    

      位置情報サービスがオンになっていると表示される。絵文字を入れる方法 

７． キーボードを切り替えるには （資料４６ページ） 

文字を入力するには、画面に表示されたキーボードを使います。表示されるキーボードは標準

で日本語・かな、英語、数字・記号が用意されています。 

            

iPhoneのキーボードに絵文字の表示が無い人（絵文字を入れる方法） 

 設定➔一般➔キーボード➔新しいキーボードの追加➔「絵文字」をタップする。 

   以上でキーボードで絵文字の選択入力ができます。 

 ８、「メモ」のアプリを起動します （資料４７ページ） 

   ホーム画面を表示して「メモ」をタップすると、「メモ」のアプリが起動して「ようこそメモへ」の画面が

表示されたら、“続ける”を、「iCloud をオンにする」画面が表示されたら“今はしない”をタップしま

す。 

 

https://support.apple.com/ja-jp/HT204547
https://support.apple.com/ja-jp/HT201264
https://support.apple.com/ja-jp/HT205234
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560170274/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cubGlmZWhhY2tlci5qcC8yMDE3LzA5LzE3MDkyOS1ob3ctdG8tdHVybi1vZmYtaXBob25lLWJhY2tncm91bmQtbG9jYXRpb24tc2VydmljZXMuaHRtbA--/RS=^ADBYhiJjnQGcTAeofpbAEuFtpHsMuA-;_ylt=A2RivcKi_fxcTBYAOQWU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560172648/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9tYWcuYXBwLWxpdi5qcC9hcmNoaXZlLzgyNzc2Lw--/RS=^ADB_xG1MzOqL6on_ZmIEQcrFzAju9w-;_ylt=A2RinFHoBv1cMjAAvgaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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        メモ帳の右下をタップすると、文字入力のキーボードが表示される。 

８． 文字を実際に入力したい （資料２２ページ） 

iPhone・Androidの両方とも、ケータイ入力（トルグ入力）とフリック入力の２種類が使える。 

トルグ入ガ（ガラケーのように連続押しの操作） 

      スマートフォン発売前のガラケー時代の入力方法で、「う」を入力する時は、「あ」の同じ文字の

上を、連続３回押して入力するやり方です。           

 あ     い    う     え     お  

 あ の上を押す回数       １回    ２回   ３回   ４回    ５回 

フリック入力 （指ではじく操作）  

 キーに指で触ると花弁が咲くように上下左右に文字が展開します。目的の文字にタップするか、

その方向にフリック（振り払う）すれば文字が入る。 

  

「う」を入れたい時は、「う」をタップするか「う」の方向に指をフリックする。 

 １０－１．ケータイ入力で「の」を入力する（連続押しの操作） （資料２３ページ） 

     キーボードを開いて、「の」を入力したいときは、「な」ボタンを連続して押すと、「な」 

「に」 「ぬ」 「ね」 「の」 と変換表示されるので、「の」が表示されたら終了

します。 

  

     

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560176183/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9hc2NpaS5qcC9lbGVtLzAwMC8wMDEvODQ3LzE4NDc4ODMv/RS=^ADBmfpmvN.DRFq3BGLpFNwnK.Fb.74-;_ylt=A2RCL6.3FP1cEDEA_yaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://iphone-lab.net/wp-content/uploads/2008/10/flick-flower.png
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560219769/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90ZWFjaG1lLmpwL2NvbnRlbnRzLzI1NDI2/RS=^ADBQjPXzKGSoMV9MqMhSAi94f2UhDQ-;_ylt=A2RCL5T4vv1caFsAji.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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 １０－２．ケータイ入力で「やや」のように、連続する文字を入力する （資料２３ページ） 

     「やや」のように連続した文字を入力したいときは、「や」をタップし２秒程度後に「や」

をもう一度タップすればよい。 

             

 

   「ば」「だ」「が」等濁点が付いたものや、「ぱ」「ぴ」「ぷ」等の半濁点が付いた文字を入力

する場合は下図の赤矢印のように 小 を押すと濁点と半濁点が順番に表示されます。 

            

 １１． ００８ カタカナと漢字、英字を入力したい。 （資料２４ページ） 

   キーボードからひらがなで文字が入力されるが、変換候補から漢字やカタカナ等の入力がで

きます。 

    カタカナを入力する （２４ページ） 

              

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560219769/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90ZWFjaG1lLmpwL2NvbnRlbnRzLzI1NDI2/RS=^ADBQjPXzKGSoMV9MqMhSAi94f2UhDQ-;_ylt=A2RCL5T4vv1caFsAji.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560224878/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pcGhvbmV0LmluZm8vYXJjaGl2ZXMvNDQ1/RS=^ADB3MUYDy2BhEeOdFj9tnLmIX5_zFo-;_ylt=A2RCAw7u0v1cNWYA8w2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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    ひらがな入力をして、キーボード右上の ^ 変換キーを押して漢字やカタカナ等に変換

する。 

１２．漢字を入力する（資料２５ページ） 

     文字を入力して、候補一覧から漢字にしたい候補をタップして選択をする。 

              

   英字を入力する（資料２５ページ） 

    キーボドの ABC をタップすると ３文字くくりのキー表示になる。 

        

    英字を入れる場合、最初に抑えた英字は左側の字で、キーに触れていると真ん中と右

側の英字が画面表示されるので、目的の字にタップすればよい。 

 

    また別の方法として、地球儀 をタップすると英字キーボードが出るのでこれで英字

入力してもよい。 

                      左側の上向き↑をタップすると太字になる 
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 １３．００９ 文章中に絵文字を入力したい （資料２６ページ） 

    ガラケーメールで流行した絵文字ですが、スマホでも使えます。 

   iPhoneの場合  キーボードが出たら、「地球儀」マークを長押しすると、 

             

 

キーボード設定  日本語かな  English(Japan)    絵文字 が出るので、 

    「絵文字」を選択します。すると「絵文字」キーボードに変わるので、最下段のカテ

ゴリを選んで絵文字を入力します。 

   Android の場合  キーボードの左側の「（顔マーク）記」ボタンをタップすると、多

くの顔文字一覧が表示されるので、カテゴリの中から選択する。 

         

１４．０１１ 画面の文字を大きくしたい （資料２８ページ） 

  iPhoneの場合 

   設定➔一般➔アクセシビリティ➔「さらに大きな文字」をタップして オン にする。 

  Androidの場合 

   設定➔画面設定➔フオントサイズ➔下にあるスライダーを左右に動かして調整する。 

    さらに必要な時に文字を拡大出来るようにする。 

     設定画面で「ユーザー補助」を選び「拡大操作」をタップして オン にすると、

画面を３回続けてタップすると拡大、再度３回タップすると縮小ができる。 

◆3時間目 質疑応答                 １５：４５～１６：００ １５分 

  質問 

スマートフォンのプログラムをアップデートして使おうとすると画面表示で、「アクティベ

ート」の手続きをしてくださいが出る。すると「アクティベート」の手続きをしてください

画出るがこれは何か？ 

  回答 

  「アクティベート」とは、ライセンス認証のことで、ユーザーが正当な契約者であるかどうか

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1560233839/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9kZWtpcnUubmV0L2FydGljbGUvMTM4MDMv/RS=^ADBkF38PyhTeuHsZXnyTXva1pLYG2Y-;_ylt=A2RCMY7v9f1cYi4AdROU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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確認し、利用を許可するためです。ソフトの機能制限を解除して、すべての機能を使える状態

にする事で、「制限を解除して好きに使える状態にすること」。コンピュータ用語としては、ハ

ードウェアやソフトウェアを有効にし、利用できる状態にすることを意味する言葉として使わ

れます。行為そのものを指す言葉としては「アクティベーション」と呼ばれることもあります。 

  不正利用防止が目的です。 

 

 記事紹介 

  Windowsのバージョンサポートについて 

   ウィンドウズ 10 はサポート切れがなく、約半年毎に無償提供される大型アップデートにより、常

に進化させながら使い続けることができるようになりました。 

ただし、大型アップデートはバージョンで管理されていて、それぞれにサポート期間が決められ

ています。（下図） 

Windows ７または 8.1からアップグレードしたパソコンも同じ扱いです。     

 
 

【ご注意！】 

大型アップデートが何らかの事情で遅れていると、約1年半でサポート切れになりますの

で注意してください。 

まずは、ご自分のパソコンのバージョンを確認してください。 

新規購入するときは店員さんにバージョンを確認してもらうとよいでしょう。 

 

【大型アップデートの実行】 

プログラムの大幅な変更には不具合がつきものです。大型アップデートもしかりです。 

私は３~6か月様子をみることにしています。 

                         ―以上― 

https://pds.exblog.jp/pds/1/201903/02/24/d0181824_11280508.jpg

