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● 上の例で［リムーバブル ディスク］を選択した状態でs＋º（P.29）を押して、
ショートカットメニューを表示し、Jを押すとディスクの取り外しを実行できます。

［PC］、［コンピューター］を表示する
ファイルとフォルダー 8.1 8 7 よく使う度 ★★★

倍速2 アイコンの表示形式を変更する
ファイルとフォルダー 8.1 8 7 よく使う度 ★★★

倍速4

＋Eを押すと、デスクトップで［PC］、［コンピューター］ウィンドウが表示されます。
ハードディスクの内容を確認したいときや、リムーバブルディスクなど外部機器をすば
やく開きたいときなどに便利です。

Windows 8.1/8のエクスプローラーでは、c＋s＋1～8の数字キーでアイコン
の表示スタイルを変更できます。例えば、写真を閲覧したいときはc＋s＋1で特
大アイコンにすると大きなサムネイルになります。ファイルを名前の順にしたいときは
c＋s＋6で詳細表示に切り替えて並び順を変更できます。

～

ウィンドウズ コントロールイー シフト 1 8

［PC］ウィンドウ
が表示された

関連 新しいウィンドウ、ファイルを開くc＋N·······················P.27

ファイルのより詳しい情報を確認するには組み合わせ

選択した項目のプロパティを表示するa＋v ···················P.38

接続したリムーバブルディスク
の内容を表示する

詳細表示に
変更された

詳細表示に
変更する

c+s+6
を押す

ファイルの詳細
を確認できる

※テンキーは利用できません

❶ +Eを
押す

❷ø≤∆¬を押して［リム
ーバブル ディスク］を選択

❸vを
押す

［リムーバブル ディスク］
の内容が表示される

同じような条件で利用できる
操作など、併せて覚えたい
ショートカットキーを紹介し
ています。

関連

操作に役立つ情報や注意点な
どを紹介しています。

ポイント

ショートカットキーで実行す
る操作の詳細や具体例を解説
しています。

操作の詳細

本書では、実務に役立つショートカットキーを解説しています。「よく
使う度」や「短縮度」を参考にして、作業の効率があがるショートカッ
トキーを見つけましょう。「組み合わせ」からは、より実践的な使い方
を身に付けられます。各要素の詳しい内容は以下を参照してください。

本書の読み方

対応している機能の大まかな
分類を表しています。

分類

ショートカットキーで実行する
操作や目的を示しています。

目的

使用するキーを押す順番で色
分けして表しています。キー
ボード上のキーの位置も確認
できます。

ショートカットキー

ショートカットキーが対応する
Windows、Officeのバージョン
を表しています。

対応バージョン
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● 上の例で［リムーバブル ディスク］を選択した状態でs＋º（P.29）を押して、
ショートカットメニューを表示し、Jを押すとディスクの取り外しを実行できます。

［PC］、［コンピューター］を表示する
ファイルとフォルダー 8.1 8 7 よく使う度 ★★★

倍速2 アイコンの表示形式を変更する
ファイルとフォルダー 8.1 8 7 よく使う度 ★★★

倍速4

＋Eを押すと、デスクトップで［PC］、［コンピューター］ウィンドウが表示されます。
ハードディスクの内容を確認したいときや、リムーバブルディスクなど外部機器をすば
やく開きたいときなどに便利です。

Windows 8.1/8のエクスプローラーでは、c＋s＋1～8の数字キーでアイコン
の表示スタイルを変更できます。例えば、写真を閲覧したいときはc＋s＋1で特
大アイコンにすると大きなサムネイルになります。ファイルを名前の順にしたいときは
c＋s＋6で詳細表示に切り替えて並び順を変更できます。

～

ウィンドウズ コントロールイー シフト 1 8

［PC］ウィンドウ
が表示された

関連 新しいウィンドウ、ファイルを開くc＋N·······················P.27

ファイルのより詳しい情報を確認するには組み合わせ

選択した項目のプロパティを表示するa＋v ···················P.38

接続したリムーバブルディスク
の内容を表示する

詳細表示に
変更された

詳細表示に
変更する

c+s+6
を押す

ファイルの詳細
を確認できる

※テンキーは利用できません

❶ +Eを
押す

❷ø≤∆¬を押して［リム
ーバブル ディスク］を選択

❸vを
押す

［リムーバブル ディスク］
の内容が表示される

組み合わせて利用することが
多いショートカットキーを紹
介しています。

組み合わせ

開いている章は色が濃くなっ
ています。

章

よく使う操作の使用例を画面
付きで掲載しています。

使用例

本書の電子版を無料でダウンロード！
本書をご購入されたみなさまに、全文を収録した電子版を提供いたします。
http://www.impressjapan.jp/books/1114101034
上記のページにアクセスし、［読者アンケートに答える］をクリックしてアンケート
をご記入後、電子版（PDFファイル）をダウンロードしていただけます。
※ダウンロードにはCLUB�Impressへの会員登録（無料）が必要です。

「できるネット」でショートカットキーをチェック！
本書で解説しているショートカットキーの一覧をWebでいつでも確認できま
す。スマートフォンやタブレットからアクセスして活用してください！
http://dekiru.net/article/5002

マウスを使って同じ操作をし
たときと比較して、どれくら
い速くなるかの目安を示して
います。算出基準はP.12を
参照してください。

操作の使用頻度を3段階で示
しています。

よく使う度

短縮度

http://www.impressjapan.jp/books/1114101034
http://dekiru.net/article/5002
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スタート画面 スタート画面、スタートメニューを表示する ★★★ 3倍速 14

デスクトップ デスクトップを表示する ★★★ 5倍速 15

チャーム チャームを表示する ★★ 3倍速 16

共有チャームを表示する ★ 4倍速 17

デバイスチャームを表示する ★ 4倍速 17

設定チャームを表示する ★★ 4倍速 17

あらゆる検索を実行する ★★★ 3倍速 18

ファイルを検索する ★ 7倍速 18

設定を検索する ★ 7倍速 18

アプリバー アプリバーを表示する ★★ 2倍速 19

アプリの起動 タスクバーにピン留めしたアプリを起動する ★★ 2倍速 20

画面の
切り替え

アプリやウィンドウを切り替える ★★★ 4倍速 21

Windows ストアアプリを切り替える ★★ 4倍速 22

フリップ3Dでアプリを切り替える ★ 4倍速 23

開いているアプリを順番に表示する ★ 2倍速 23

基本操作 操作を元に戻す ★★★ 5倍速 24

元に戻した操作をやり直す ★★★ 2倍速 24

すべての項目を選択する ★★★ 4倍速 24

複数の項目を選択する ★★★ 3倍速 25

選択した項目を切り取る ★★★ 5倍速 26

選択した項目をコピーする ★★★ 5倍速 27

切り取り、コピーした項目を貼り付ける ★★★ 5倍速 27

新しいウィンドウを開く、ファイルを作成する ★★ 5倍速 27

ファイルを保存する ★★★ 6倍速 28

ファイルを開く ★★★ 5倍速 28

印刷を実行する ★★★ 5倍速 28

ショートカットメニューを表示する ★★ 2倍速 29

ファイルと
フォルダー

［PC］、［コンピューター］を表示する ★★ 2倍速 30

アイコンの表示形式を変更する ★★ 4倍速 31

前に表示していたフォルダーに戻る ★★ 2倍速 32

Windows & IE編 よく使う度 短縮度 ページ



5

ファイルと
フォルダー

戻る前のフォルダーに進む ★ 2倍速 32

親フォルダーに移動する ★ 2倍速 32

ファイルやフォルダーの名前を変更する ★★★ 5倍速 33

新しいフォルダーを作成する ★★★ 3倍速 34

ファイルやフォルダーを検索する ★★ 3倍速 34

リボンを非表示にする ★ 3倍速 34

離れたファイルやフォルダーを選択する ★★★ 2倍速 35

ファイルやフォルダーを完全に削除する ★★ 6倍速 36

ウィンドウを閉じる（アプリを終了する） ★★ 3倍速 37

選択した項目のプロパティを表示する ★★ 5倍速 38

ウィンドウの
操作

ウィンドウのショートカットメニューを表示する ★★ 3倍速 39

ウィンドウを最大化、または最小化する ★★★ 3倍速 40

画面の左、または右に画面を最大化する ★★★ 4倍速 41

すべてのウィンドウを最小化する ★ 7倍速 41

ウィンドウを閉じる（ファイルを閉じる） ★★★ 3倍速 41

画面 画面の表示モードを選択する ★★ 8倍速 42

画面の向きをロックする ★ 4倍速 43

スクリーンショットを撮影する ★★ 9倍速 43

スクリーンショットを撮影して保存する ★ 9倍速 43

システム ［ファイル名を指定して実行］を表示する ★★ 9倍速 44

［タスクマネージャー］を表示する ★★ 3倍速 45

パソコンをロックする ★★★ 7倍速 46

クイックリンクメニューを表示する ★★ 3倍速 47

Webページの
検索

Webページを検索する ★★★ 3倍速 48

コピーしたテキストでWebページを検索する ★ 4倍速 49

ホームページに移動する ★★ 2倍速 49

前、次のWebページに移動する ★★★ 2倍速 49

Webページの
フォームの操作

入力フォームを移動する ★★★ 4倍速 50

チェックボックスにチェックマークを付ける ★★★ 4倍速 51

Webページの
タブの操作

新しいタブを開く ★★★ 3倍速 52

タブを切り替える ★★ 3倍速 53

特定のタブに移動する ★★ 3倍速 53

右端のタブに移動する ★★ 3倍速 53

タブを複製する ★★ 4倍速 54

閉じたタブをもう一度開く ★★ 4倍速 54

ページを最新の状態に更新する ★★ 3倍速 54
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プライベートブラウズ InPrivate ブラウズを開始する ★★ 5倍速 55

Webページの
閲覧履歴

Webページの閲覧履歴を表示する ★★ 3倍速 56

Webページの閲覧履歴を削除する ★★ 5倍速 57

お気に入り Webページをお気に入りに追加する ★★★ 4倍速 58

［お気に入り］を表示する ★★ 3倍速 59

［お気に入りの整理］を表示する ★ 7倍速 59

お気に入りバーを表示する ★ 8倍速 59

Webページの
ズーム

Webページの表示を拡大する ★★ 6倍速 60

Webページの表示を縮小する ★★ 6倍速 60

Webページの表示倍率を標準に戻す ★★ 6倍速 60

Word編 よく使う度 短縮度 ページ

カーソルの
移動

文書の先頭、末尾へ移動する ★ 2倍速 62

前後の段落へ移動する ★ 2倍速 62

前後のページの先頭へ移動する ★ 3倍速 62

特定のページに移動する ★★ 4倍速 63

文字の選択 文字を1行ずつ選択する ★★★ 3倍速 64

文字を 1段落ずつ選択する ★★ 4倍速 64

文字を拡張選択モードで選択する ★ 3倍速 64

文字を矩形選択モードで選択する ★ 3倍速 65

文字の入力 コピーしたテキストを書式なしで貼り付ける ★★★ 5倍速 66

改ページ記号を入力してページを区切る ★★★ 5倍速 67

日付を入力する ★★ 4倍速 68

現在時刻を入力する ★★ 8倍速 68

著作権記号を入力する ★ 8倍速 68

文字の書式 文字を均等割り付けする ★★ 3倍速 69

フォントを変更する ★★★ 2倍速 70

文字を 1ポイント大きく、または小さくする ★★★ 4倍速 71

［フォント］ダイアログボックスを表示する ★★★ 3倍速 72

太字に設定する ★★★ 3倍速 73

斜体字に設定する ★ 3倍速 73

下線を引く ★★ 3倍速 73

二重下線を引く ★ 4倍速 74

上付き文字に設定する ★ 3倍速 74

下付き文字に設定する ★ 3倍速 74



7

文字書式の解除 設定した文字書式を解除する ★★ 4倍速 75

表 表を挿入する ★★ 5倍速 76

表の行を選択する ★★ 2倍速 77

表の列を選択する ★★ 2倍速 77

表の行、列を削除する ★ 5倍速 77

箇条書き 箇条書きに設定する ★★★ 3倍速 78

行間 段落前に間隔を追加する ★ 4倍速 79

行間を広げる ★★ 4倍速 79

行間を 1行に戻す ★★ 4倍速 79

文字の配置 文字を中央揃えにする ★★★ 3倍速 80

文字を右揃えにする ★★★ 3倍速 81

文字を左揃えにする ★ 3倍速 81

文字を両端揃えにする ★★ 3倍速 81

インデント 左インデントを設定する ★★★ 4倍速 82

ぶら下げインデントを設定する ★★ 4倍速 83

段落書式の解除 設定した段落書式を解除する ★★★ 3倍速 84

アウトライン アウトライン表示に切り替える ★★ 4倍速 85

段落のアウトラインレベルを変更する ★★ 3倍速 86

段落を上下に入れ替える ★★ 3倍速 87

見出し以下の本文を折りたたむ、展開する ★★ 3倍速 88

レベル 1の見出しだけを表示する ★★ 3倍速 88

スタイル 見出しスタイルを設定する ★★ 3倍速 88

標準スタイルを適用する ★★ 3倍速 89

書式のコピー 文字や段落から書式をコピーする ★★ 3倍速 90

コピーした書式を貼り付ける ★★ 3倍速 91

ヘッダーとフッター ヘッダー、フッターを編集する ★★ 6倍速 92

文字数のカウント 文書内の文字数や行数を表示する ★★ 3倍速 93

検索と置換 検索を実行する ★★ 3倍速 94

置換を実行する ★★★ 3倍速 94

類似した書式の文字を選択する ★ 7倍速 94

Excel編 よく使う度 短縮度 ページ

データの入力 セル内のデータを編集する ★★★ 3倍速 96

同じデータを複数のセルに入力する ★★ 5倍速 97

上のセルのデータをコピーする ★★ 2倍速 98
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データの入力 左のセルのデータをコピーする ★★ 2倍速 99

上のセルの値をコピーする ★ 4倍速 99

上のセルの数式をコピーする ★ 3倍速 99

入力済みのデータをリストから入力する ★★★ 2倍速 100

フラッシュフィルでデータを入力する ★ 4倍速 101

日付を入力する ★★★ 8倍速 101

現在時刻を入力する ★★ 8倍速 101

数式の入力 合計を入力する ★★★ 3倍速 102

定義済みのセル範囲の名前を挿入する ★★ 4倍速 103

セルの挿入と
削除

セルを挿入する ★★ 4倍速 104

セルを削除する ★★ 4倍速 105

セルの移動 セルA1に移動する ★★ 7倍速 106

データが入力された最後のセルに移動する ★★ 7倍速 107

データが入力された端のセルに移動する ★★★ 5倍速 108

指定したセルに移動する ★★ 4倍速 109

セル範囲の
選択

一連のデータを選択する ★★ 4倍速 110

表全体を選択する ★★ 4倍速 111

選択範囲に追加モードで選択する ★ 2倍速 112

選択範囲の拡張モードで選択する ★ 2倍速 113

データが入力された最後のセルまで選択する ★ 7倍速 113

列全体を選択する ★★★ 3倍速 113

行全体を選択する ★★★ 3倍速 114

行と列 選択した行、列を非表示にする ★★ 4倍速 115

罫線 外枠罫線を引く ★★ 4倍速 116

罫線を削除する ★★ 4倍速 117

文字の書式 文字に取り消し線を引く ★★ 6倍速 118

セルの書式 ［セルの書式設定］を表示する ★★★ 3倍速 119

表示形式 パーセント（％）の表示形式にする ★★ 3倍速 120

通貨の表示形式にする ★★ 3倍速 121

桁区切り記号を付ける ★★ 3倍速 121

標準の表示形式に戻す ★★ 4倍速 121

操作の繰り返し 同じ操作を繰り返す ★★★ 7倍速 122

数式の表示 セルに入力されている数式を表示する ★ 4倍速 123

テーブル 表をテーブルに変換する ★★★ 4倍速 124

ピボットテーブル ピボットテーブルを作成する ★★ 4倍速 125

グラフ グラフを作成する ★★★ 4倍速 126
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クイック分析 クイック分析を使う ★★ 5倍速 127

フィルター フィルターを設定する ★★ 3倍速 128

グループ化 行、列をグループ化する ★★ 4倍速 129

セル範囲の
名前

選択範囲から名前を作成する ★★ 4倍速 130

セル範囲の名前を新規作成、編集する ★★ 4倍速 131

検索と置換 検索、または置換を実行する ★★★ 4倍速 132

コメント コメントを挿入する ★★ 4倍速 133

コメントがあるセルを選択する ★★ 7倍速 134

ワークシート ウィンドウ枠を固定する ★★ 5倍速 135

前後のワークシートに移動する ★★★ 3倍速 135

ワークシート内を左右にスクロールする ★ 3倍速 135

ワークシートを追加する ★★★ 3倍速 136

ワークシートの名前を変更する ★★ 5倍速 136

ワークシートを削除する ★★ 5倍速 136

PowerPoint編 よく使う度 短縮度 ページ

スライド 次のプレースホルダーに移動する ★★★ 3倍速 138

新しいスライドを追加する ★★★ 3倍速 139

スライドのレイアウトを変更する ★★ 5倍速 140

スライドのテーマを変更する ★★ 6倍速 141

非表示スライドに設定する ★ 4倍速 141

スライドやスライド内の要素を複製する ★★★ 4倍速 141

アウトライン アウトライン表示に切り替える ★★ 4倍速 142

オブジェクト 複数のオブジェクトをグループ化する ★★★ 4倍速 143

図形を挿入する ★★ 4倍速 144

オブジェクトの大きさを変更する ★ 2倍速 144

オブジェクトを回転する ★ 2倍速 144

［フォント］ダイアログボックスを表示する ★★ 2倍速 145

文字の配置を上下中央に揃える ★★ 4倍速 145

表示の
切り替え

ペイン間を移動する ★ 2倍速 145

ルーラーの表示を切り替える ★★ 4倍速 146

グリッドの表示を切り替える ★★ 4倍速 146

ガイドの表示を切り替える ★★ 4倍速 146

スライド一覧を表示する ★★ 4倍速 147

スライドショー スライドショーを開始する ★★★ 3倍速 148
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スライドショー ［すべてのスライド］を表示する ★★ 5倍速 149

指定したスライドに移動する ★★ 5倍速 150

スライドショーを中断する ★★ 5倍速 150

表示中のスライドを拡大／縮小する ★★ 5倍速 150

マウスポインターをペンに変更する ★★ 5倍速 151

マウスポインターをレーザーポインターにする ★ 5倍速 152

スライドへの書き込みを消去する ★ 5倍速 152

マウスポインターを常に表示する ★ 5倍速 152

Outlook編 よく使う度 短縮度 ページ

画面の
切り替え

Outlook の機能を切り替える ★★★ 3倍速 154

フォルダーを移動する ★★ 3倍速 155

メールを別のウィンドウで開く ★★ 3倍速 156

メールの作成 メールを作成する ★★★ 4倍速 157

メールに返信する ★★★ 2倍速 158

メールを転送する ★★ 2倍速 158

メールの整理 前後のメールを表示する ★★ 3倍速 158

メールを削除する ★★★ 3倍速 159

メールを未読にする ★★ 2倍速 159

新着メールを確認する ★★ 4倍速 159

予定表 予定を作成する ★★★ 4倍速 160

予定表の表示期間を切り替える ★★★ 3倍速 161

前後の週に移動する ★★ 5倍速 161

前後の月に移動する ★★ 3倍速 161

特定の日数の予定表を表示する ★★ 6倍速 162

指定した日付の予定表を表示する ★★ 7倍速 163

連絡先 連絡先を追加する ★★★ 4倍速 164

アドレス帳を開く ★★ 3倍速 165

タスク タスクを追加する ★★★ 3倍速 166

タスクを完了する ★★★ 3倍速 167

メールや連絡先にフラグを設定する ★★ 3倍速 168

検索 検索を開始する ★★ 3倍速 169

［高度な検索］を表示する ★ 5倍速 170

検索と置換を実行する ★★★ 3倍速 170
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Gmail編 よく使う度 短縮度 ページ

メールの作成 新しいメールを作成する ★★★ 3倍速 172

Cc、Bccに宛先を追加する ★★ 3倍速 173

書式なしで文字を貼り付ける ★★ 4倍速 173

メールを送信する ★★★ 3倍速 173

メールを返信する ★★★ 3倍速 174

メールを全員に返信する ★★ 3倍速 174

メールを転送する ★★ 3倍速 174

スレッドの
閲覧

スレッドを開く ★★★ 3倍速 175

スレッド内で前後のメールを表示する ★★★ 3倍速 176

前後のスレッドを表示する ★★ 3倍速 177

スレッドを更新する ★★ 4倍速 177

スレッドをミュートする ★ 4倍速 177

スター メールにスターをつける ★★★ 3倍速 178

ラベル スレッドにラベルをつける ★★ 4倍速 179

スレッドの
整理

スレッドをアーカイブする ★★★ 4倍速 180

アーカイブして前後のスレッドを表示する ★★ 5倍速 180

スレッドを移動する ★★ 3倍速 180

スレッドを未読にする ★★ 3倍速 181

スレッドを既読にする ★ 3倍速 181

迷惑メールを報告する ★ 3倍速 181

スレッドを削除する ★ 3倍速 182

操作を取り消す ★★★ 8倍速 182

一覧の
切り替え

スレッドの一覧に戻る ★★★ 3倍速 182

［送信済みメール］を表示する ★★ 3倍速 183

［下書き］を表示する ★★ 3倍速 184

［すべてのメール］を表示する ★ 3倍速 184

［受信トレイ］を表示する ★★★ 3倍速 184

スレッドの
選択

スレッドを選択する ★★★ 4倍速 185

未読のスレッドを選択する ★★ 3倍速 186

すべてのスレッドを選択する ★★ 3倍速 187

スター付きのスレッドを選択する ★★ 3倍速 187

スレッドの選択を解除する ★★ 3倍速 187

メールの検索 メールを検索する ★★ 3倍速 188
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Googleカレンダー編 よく使う度 短縮度 ページ

予定の作成 予定を作成する ★★★ 3倍速 190

カレンダーの
閲覧

前後の期間を表示する ★★★ 3倍速 191

カレンダーを更新する ★★ 4倍速 192

今日のカレンダーへ戻る ★★★ 3倍速 192

ほかのカレンダーを追加する ★ 2倍速 192

ビューの
切り替え

［月］ビューに切り替える ★★★ 3倍速 193

［日］ビューに切り替える ★★★ 3倍速 194

［週］ビューに切り替える ★★★ 3倍速 194

カスタムビューに切り替える ★★ 3倍速 194

予定リストに切り替える ★★ 3倍速 195

予定リスト 予定の詳細を確認する ★★ 3倍速 196

予定を削除する ★★ 4倍速 197

予定の検索 予定を検索する ★★★ 3倍速 198

カレンダーの印刷 カレンダーを印刷する ★★ 5倍速 198

◦���本書で紹介する情報は、すべて2014年8月現在のものです。
◦��本書では「Windows�8.1」と「Office�Professional�Plus�2013」がインストールされている
パソコンで、インターネットに常時接続されている環境を前提に画面を再現しています。
◦���本書の解説で使用しているキーボードは、「日本語109キーボード」です。使用してい
るキーボードによっては、キーの配列が異なる場合があります。
◦�本書で解説するショートカットキーは、Windows標準の日本語入力システム「MS-IME」
を使用している環境を前提にしています。その他の日本語入力システムを使用してい
る場合は、解説している操作を再現できない場合があります。

「できる」「できるシリーズ」は、株式会社インプレスの登録商標です。
本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーおよびサービス提供元
の登録商標または商標です。なお、本文中には™および®マークは明記していません。

本書に掲載されている情報について

◦���短縮度はショートカットキーでの操作を基準点となる１点とし、同じ操作をマウスで
行ったときの各動作を以下のように加点し、比較しています（合計値の小数点以下は切
り上げ）。ただし「9倍速」を上限とします。
　�マウスを動かす：1点、クリック：0.5点、ダブルクリック：1点、ドラッグ：1.5点
◦�ショートカットキーでの操作がマウスで行えない場合など、算出が難しい一部の操作
は、目安となる短縮度を筆者および編集部で設定しています。

「短縮度」の算出基準について
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スタート画面、スタートメニューを表示する
スタート画面 8.1 8 7 よく使う度•★★★

倍速3

 を押す

Windows�8.1/8では、Windowsストアアプリやデスクトップを表示しているときに を
押すと、スタート画面に切り替わります。Windows�7では、スタートメニューが表示さ
れます。この状態で文字を入力し始めると、アプリやファイルを検索できます。

ウィンドウズ

スタート画面が
表示された

再度  を押すと
直前の画面に戻る

c+eを押しても
同じ操作になる

◦�スタート画面からアプリの一覧を表示するには、c＋tを押します。
◦�アプリバーを表示するショートカットキーである ＋Z（P.19）を押すと、タイルの
配置をカスタマイズできます。
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デスクトップを表示する
デスクトップ 8.1 8 7 よく使う度•★★★

倍速5

Windows�8.1/8では、どの画面からでもすばやくデスクトップに切り替えられます。また、
デスクトップにウィンドウを表示した状態で押すと、すべてのウィンドウが最小化され
ます（Windows�7も共通）。デスクトップにあるファイルを開きたいときに便利です。

ウィンドウズ ディー

+Dを
押す

デスクトップが
表示された

再度 +Dを押すと
すべてのウィンドウ
が最小化される

◦�デスクトップを表示した状態で ＋Bを押すと、通知領域に選択カーソルがフォー
カスされるので、∆¬で選択してvで確定することで収納されているアイコンや、
時計とカレンダーのウィンドウなどを表示できます。
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チャームを表示する
チャーム 8.1 8 7 よく使う度•★★★

倍速3
ウィンドウズ シー

チャームが
表示された

Windows�8.1/8で画面右端に表示される「チャーム」は、 ＋Cですばやく表示できま
す。検索を行いたいときや、設定画面を表示したいときなどに使います。各項目は、チャー
ムを表示した状態でø≤で選択し、vを押して表示します。

［設定］チャーム
が表示される

［設定］チャーム
を表示する

❶ +C
を押す

❷≤を2回
押す

❸vを
押す

eを押すとチャーム
が非表示になる

◦�［検索］［共有］［デバイス］［設定］の各チャームを表示できるショートカットキーも、
それぞれ用意されています（次のページ以降で解説）。

［設定］が選択
された
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共有チャームを表示する
チャーム よく使う度•★★★

倍速4
8.1 8 7

ファイルやWebページなどを別のアプリで開いたり、ほかのユーザーと共有したりする
ときに利用する［共有］チャームは、 ＋Hで直接表示できます。なお、スタート画面で
このショートカットキーを使うと、スタート画面のスクリーンショットを共有できます。

ウィンドウズ エイチ

デバイスチャームを表示する
チャーム よく使う度•★★★

倍速4
8.1 8 7

［デバイス］チャームは、 ＋Kで直接表示できます。例えば、［フォト］アプリで閲覧中
の写真を印刷したい場合や、外部ディスプレイに接続したときの画面の表示モードを変
更したい場合などに使いましょう。

ウィンドウズ ケー

設定チャームを表示する
チャーム よく使う度•★★★

倍速4
8.1 8 7

［設定］チャームは、 ＋Iで直接表示できます。パソコンの電源を切るときに使う［電源］
ボタンを表示したり、パソコンやWindowsストアアプリの設定を変更したいときなどに
使いましょう。

ウィンドウズ アイ
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アプリやファイル、設定項目などを探したいときに使うのが［検索］チャームです。チャー
ムが表示されたら、そのままキーワードを入力しましょう。検索結果が検索ボックスの
下に一覧で表示されます。なお、� ＋Sを押しても同じチャームが表示されます。

ウィンドウズ キュー

あらゆる検索を実行する
チャーム よく使う度•★★★

倍速3
8.1 8 7

Windows�8.1/8では、ファイルだけを対象に検索を行うチャームが表示されます。
Windows�7では、エクスプローラーの検索ウィンドウが表示されます。ファイルをすば
やく探したいときに使いましょう。

ウィンドウズ エフ

ファイルを検索する
チャーム よく使う度•★★★

倍速7
8.1 8 7

［設定］の検索チャームを表示します。チャームの［設定］から表示する［PC設定］やデスク
トップから表示する［コントロールパネル］にある、パソコンの設定に関する設定項目を
キーワードで探したいときに使いましょう。

ウィンドウズ ダブリュー

設定を検索する
チャーム よく使う度•★★★

倍速7
8.1 8 7
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アプリバーを表示する
アプリバー 8.1 8 7 よく使う度•★★★

倍速2

スタート画面やWindowsストアアプリでコマンドを実行するときに利用する「アプリ
バー」は、 ＋Zで表示できます。tで項目を選択し、vを押して実行しましょう。
eを押すとアプリバーを非表示にできます。

ウィンドウズ ゼット

アプリバーが
表示された

［スポーツ］アプリで［プロ
野球］の画面を表示する

❶ +Z
を押す

❷tを
5回押す

❸vを
押す

［プロ野球］が
選択された

［プロ野球］が
表示される
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◦アプリが起動している状態でsも同時に押すと、新しいウィンドウが開きます。
◦aも同時に押すと、履歴などを確認できるジャンプリストが表示されます。

タスクバーにピン留めしたアプリを起動する
アプリの起動 8.1 8 7 よく使う度•★★★

倍速2

＋1〜0を押すと、数字キーに応じてデスクトップのタスクバーに登録したアプリ
を起動できます。例えば、標準の状態ではInternet�Explorerは ＋1、エクスプローラー
は ＋2で起動できます。なお、 と同時に押す数字キーにテンキーは使えません。

〜

0ウィンドウズ 1

［ストア］アプリ
が起動した

+3を押す左から3番目の［ストア］アプリを起動する

※テンキーは利用できません


