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令和２年１月７日 

リーダー 八田 崇史 

１２月度活動報告 

令和元年１２月２１日（土）（第２６０回目）            １３：３０～１６：００ 

                                    参加者  ８名 

◆１時間目 お答えします Q&A 10回講座の９回目    １３：３０～１４：００ ３０分 

                     資料 日経パソコン 2017.12.11  63ページの１枚 

  Q 自分で撮影した写真をデスクトップの背景にしたり、作ったサウンドなどを組み合わせた

りして、Windowsのテーマーを作りたい。 

  A  Windows10では、デスクトップに背景画像・背景の色・サウンド・マウスカーソルの４つを

自分の好みに合わせてまとめるテーマーという機能があります。 

    この４つを管理する名称を「テーマー」と言います。 

各テーマーを作る方法 

１． デスクトップの何もないところで右クリック。 

２． 表示されたメニューの「個人設定（R）」をクリック。 

３． 左側の「テーマー」をクリックすると、現在のカスタムに４つのテーマーが表示されてい

るのでこれから４つを設定する。 

 背景画像 

   設定には２つの方法があるがどちらでもよい。 

   １つ目の方法 

イ． 左側の「背景」をクリックして、右側表示画面の中の画像を選んで下さいの中から選

択クリックする。 

ロ． その他の画像にしたい時は、 参照 を押して選択する。 

     ２つ目の方法 

イ． 左側の「テーマー」をクリックして、カスタムの中の背景をクリックして、「画像を選

んで下さい」 の 下に表示されている画像の中から選択してクリックする。 

ロ． その他の画像にしたい時は、 参照 を押して選択する。 

      背景の色 

     「個人用設定（R）」をクリックして表示された画面の左側の「色」を押してもよいし、

左側の「テーマー」を押して。右側「画面のカスタム」の中の「色」を押してもよい。 

    「背景から自動的にアクセントカラーを選ぶ」は 

デスクトップの背景画像の色に合わせて、色が自動的に選ばれる。 

    スイッチを「オフ」にすると、カラー一覧が表示されるので、スライドバーを下げて、

Windowsの色の中の好みの入りをクリックして選択すると、アクセントカラーになる。 

   サウンド 

    左側の「テーマー」を押さないとサウンドは表示されない。 

イ． カスタムの中の「サウンド」をクリックする。 

    システムのイベントサウンドは、 

     ゴミ箱を空にする  システムエラー  システム通知 等多くのシステムの変化を
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音で知らせてくれるので、自分の好みに合わせてサウンドが設定できる。 

     通常は「Windows 標準」というセットになっている。 

  サウンドオンがいらない人は、 

「Windows 標準  V」をクリックすると、サウンドなしが表示されるのでこれを選択する。 

  サウンドオンを設定したい人は、 

プログラムイベント（E）に表示されているテーマーの中からどれかを選び、V テスト(T) を

押し➔サウンド（S） Windowsユーザーアカウント制御V を押すと、さまざまなサウンド選

択肢が表示されるので、選択して OK を押すと、イベント音が確認できる。 

   マウスカーソル 

   冒頭の３．での４つ目がマウスカーソルで、これをクリックするとマウスの「プロパティ」

が表示される。 

   「ポインタータブ」をクリックすると、カスタマイズにマウスポインターの変更画面が表示

されるので、好みを選択して➔  OK  を押す。 

    通常は「Windows 標準 （システム設定  v ）」になっているが、変更したい人は   

   「Windows 標準 （システム設定  v ）」を押して好みを選択すると、カスタマイズに表示

されるので、良ければ OK を押す。 

 

◆２時間目 Windows10 裏ワザ活用 ７回講座の５回目     １：５０～３：１０ ８０分 

  ウインドウズ１０のプライバシー設定を丸ごと見直す    参考資料P116～P119  ４枚 

   Windows10 は初期設定のまま使用していると、入力履歴・文字入力・サイトアクセス記録

等のプライベート情報がマイクロソフトに送信されている。 

   これを見直して不要なものは排除しよう。チエックを外しても、オフにしたり切り替えても

何ら差支えがない。 

  ・プライバシーオプションの変更の手順 

    スタート➔設定➔プライバシー➔左側の「全般」➔プライバシーオプションの変更画面で 

      アプリのアクティビティ ………→ オフ 

      Webサイトの言語リスト ………→  オン（必要に応じてオンにする） 

      Windows追跡アプリ    ………→ オフ 

      設定アプリ        ………→ オフ 

                                                 ↳上記の項目をオンの場合は要注意 

  ・音声認識の手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側の「音声認識」をクリック 

    オンライン音声認識をオフにすると、Cortana ……→ オフ  にする。 

  ・手書き入力と入力の個人設定の手順 

   設定➔プライバシー➔左側の「手書き入力と入力の個人設定」をクリックして右側画面の 

    これをオフに切り替えると、タイピング ……→ オフ   にする。 

      ここが「オン」になっていると、入力した文字情報が収集されている可能性が大。 

      オフ にしても使用上全く問題はない。 
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  ・診断＆フィードバックの手順 

   スタート➔設定➔設定➔プライバシー➔「診断＆フィードバック」をクリックして、右側の

画面の  基本：お使いのデバイス、………  クリックして二重丸にする 

    手描き入力とタイプ入力を改善するは …… オフ 

    エクスペリエンス調整 は      …… オフ 

    診断データを削除します は     …… 削除 

    フイードバックの間隔 は      …… 許可しない   にする。 

  ・アクティビティの履歴の手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側の「アクティビティの履歴」をクリックし右の画面の

アクティビティの履歴 

      このデバイスでのアクティビテイの履歴 …… にチエックを入れる。 

     ☐ アクティビティの履歴をMicrosoftに送信 …… チエックを外す。 

  ・位置情報の手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側画面の「位置情報」をクリックする。 

   スライドバーを下げると「位置情報」が表れて、約１０ほどのアプリ項目が表示されている

ので、マップ・メールカレンダー・天気 等必要アプリ以外は「オフ」にする。 

  ・カメラの手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側画面の「カメラ」をクリックする。 

   アプリがカメラに………  オフ で良い。 

   カメラにアクセスできるMicrosoft Store……は約１５ほど表示されるが全部 オフ で良い。 

  ・マイクの手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側画面の「マイク」をクリックする。 

   アプリがマイクにアクセスできる点……   オフ で良い。 

   マイクにアクセスできるMicrosoft Store……はやく１６ほどあるが全て オフ で良い。 

    コルタナを使っている場合は「Cortana」を オン にする。 

  ・アカウント情報の手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側画面の「アカウント情報」をクリックする。 

    アプリがアカウント情報にアクセス………は オフ で良い。 

    アカウント情報にアクセスできる点………はアプリが５つあるが全部 オフ で良い。 

  ・連絡先の手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側画面の「連絡先」をクリックする。 

   アプリが連絡先にアクセス………は オン にしておく。 

   連絡先にアクセスできる ………は８アプリあるが、メール・マップ 等必要なものだけを

オン にする。 

  ・通話履歴の手順 

   スタート➔設定➔プライバシー➔左側画面の「通話履歴」をクリックする。 

   アプリが通話履歴にアクセス……は オフ で良い。 

   メッセージリングやコルタナ等を使わなければすべて オフ で良い。 
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 ほかの人に見られたくないファイルやフオルダーを隠す   参考資料 P128～P129 ２枚 

 Windowsの「隠しファイル」機能を使えば、他人に見られたくないファイルやフォルダーを

パソコンから削除することなく隠すことができる。 

   それには２段階での設定が必要です。 

  １段階目（隠しファイルを表示しない設定手順） 

   コントロールパネル➔デスクトップカスタマイズ➔エクスプローラのオプションの中の 

すべてのファイルとフォルダーを表示 をクリック➔「表示」タブをクリック➔詳細設定の

 ファイルとフオルダーの表示の 

      隠しファイル、隠しフオルダーおよび隠しドライブを表示しない  を選択してチ

エックして二重丸を入れる。 ➔ OK を押す。 

上記が出来たら次の２段階目のステップに進む 

  ２段階目（「隠しファイルの属性」を適用して非表示にする） 

１． 隠したいフォルダー（ファイル）を右クリックして、「プロパティ(R)」を選択する。 

２． 「全般」タブの 属性：の「□隠しファイル(H)」にチエック  を入れて、 

３．  OK を押す。 

  非表示にしたフアイルやフオルダーの再表示の方法 

   スタートボタン➔左側端のたて列表示にあるエクスプローラをクリック➔「表示」タブ➔ 

   ➔「 □ 隠しファイル」 にチエック  を入れる。 

この手順で、デスクトップの「隠して見えなくなったフアイル」が再現表示される。 

 ウエブブラウザ「エッジ」で必ずチエックすべきセキュリティ機能  参考資料P133 １枚 

   ウエブブラウザ「エッジ」には、さまざまなセキュリティ機能が標準搭載されている。 

   ウエブ側のトラッキングを避けて、悪意のあるウェブサイトや無駄なポップアップ広告を

自動でブロックしてくれる。 

    設定手順 

   エッジを起動➔エッジ画面右上の「…」ボタンをクリック➔「設定」メニューを選択➔ 

   ➔「プライパシーとセキュリティ」画面で左側の「」南京錠のアイコンをクリック➔ 

   ➔画面右側の プライパシーの「トラッキング拒否要求を送信する」を「オン」にする。 

          セキュリティの「ポップアップをブロックする    を「オン」にする。 

         「Windows defender Smart Screen」        を「オン」にする。 

 

◆３時間目 パソコン全般                 ３：１０～４：００  ５０分 

  Windows10「メイ２０１９アップデート」の記事紹介 参考資料 PC-21 ８月号 P52 1枚 

  ２０１９年５月の大型アップデートの強化内容のポイントについての説明をした・ 

  強化ポイント 

１． スタートメニューと背景画面デザインの変更 

ウインドウズ全体の配色に「黒」モード と「白」モードの設定ができるようになった。

個人用設定で「色」の選択が自由にできる様になった。 

２． 検索機能 

タスクバーの「検索」と「コルタナ」が分離。検索画面からよく使うアプリ等利用可能に。 
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３． スマホ連携機能 

   「スマホ同期」アプリでスマホ画面の表示や操作が可能に。「スティッキィーノート」の付

箋がスマホのワンノートと同期。 

４． 付属アプリ 

   「切り取り＆スケッチ」にウインドウ領域のキャプチャー機能を追加。「絵文字パネル」に

顔文字と記号を追加。 

５． セキュリティ機能 

    独立したウインドウズ環境で、不正なプログラム等をテストする「サンドボックス」機能

を追加。（ホームエディッションは非対応） 

６． ウインドウズのアップデート 

   「ホームエディッション」でも最大３５日間のアップデート延期が可能に。 

７． そのほか 

デジカメのRAW画像に対応。「クローム」の閲覧履歴を「タイオムライン」に表示 

 

   アップデート関連でSさんから、「新機能」を見る方法と「更新番号のKB」についての説

明があった。 

  ・「新機能」について 

    スタート➔設定➔更新とセキュリティを開き、右側にある「新機能の詳細」をクリック

する。画面の右側の〈 を押すことで、新しい機能の紹介説明が表示される。 

  ・KB番号について 

    マイクロソフトが提供するサポート情報の大半に使われている管理番号で、KBはアップ

デートの更新プログラムの固有番号。 

    KB番号を入力して検索すると内容がよくわかる。 

 

    番外で次の２つの方法を説明しました。 

  １．全角・半角の切り替えを、従来の左上の切り替えボタンを使わずに、スペースキーの

左右にある「無変換」「変換」キーに割り振り設定をして使う。私は便利なので設定変

更して使用しています。 

４月度の月例で資料 P17 を送っていますが、前回の資料は薄くて読みづらい。新しい

資料を添付フアイルで送ります。この通りの手順で OK です。（今まで使っていた左上

の「半角／全角」キーも有効で使用できます。） 

  ２．ノートパソコンでフタを開けると自動的に画面表示になり、パソコンを終了する時は

電源SWボタンを押すと画面が消える。この設定手順は下記に示す。 

       ノートパソコンのフタ操作とSWボタンの変更設定方法 

①スタートボタン➔②歯車（設定）➔③システム➔④電源とスリーブ➔⑤右側の「関

連事項」の「電源の追加設定」➔⑥「電源ボタンの動作選択」をクリックすると次の

画面が出る。 

             電源ボタンの設定 

 ⑦ 現在利用可能でない設定を変更します をクリックする。 
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                 バッテリ駆動       電源に接続 

電源ボタンを押したときの動作   スリーブ状態 ⋁    スリーブ状態 ⋁ 

カバーを閉じたときの動作     スリーブ状態 ⋁⋁    スリーブ状態  

   ⑧窓の中の⋁を押して、表示の中から ４つ共スリーブ状態にする。 

 ⑨ 変更の保存 をクリックする。 

 

     ノートパソコンを使っている人は、パソコンを使う時、ふたを開けると自動的に画面表

示になる。 

   パスワードをしている人は、スペースキー・エンターキー・タッチパネルの左等のどれ

かを叩くと、パスワード画面が表示される。 

   パソコンを終了する時、電源SWを押すだけで画面が消えます。    

操作が省力化（簡素化）出来て、非常に重宝しています。 

                                  —以上— 

 


