








●速効!図解シリーズ発刊にあたって

　パソコンやアプリケーションソフトの操作をマスターするための最短・最良の方法は、やはり、人
にマンツーマンで教えてもらうことだと言えます。しかし、すべての人がそのような恵まれた環境に
いないのも事実です。速効!図解シリーズは、私たちマイナビが、多くのパソコン関連雑誌および書籍
で培ったノウハウを活かし、“マンツーマンでやさしく教える”ような書籍を目指して発刊致しました。
　また、速効!図解シリーズでは、個人個人によってその習熟の度合いや知りたい事柄、理解しやすい
覚え方が異なることを十分考慮し、その人にあった使い方・読み方ができるようになっています。詳
しくは、次ページの「速効!図解シリーズの使い方・読み方」をお読みいただき、自分にあった使い方・
読み方を試してみてください。それが、パソコンおよびアプリケーションソフト操作のマスターに“速
く効く”やり方だと考えます。

（株）マイナビ

●『速効!図解 Windows 10 総合版』について

　パソコンを取り巻く環境の変化とともに、パソコンを含むデジタル機器も多様化しています。デス
クトップ型、オールインワン型、ノート型、タブレット型、ハイブリッド型など、形もサイズもさま
ざまですし、入力方法も、従来のマウスやトラックパッドの他、指やデジタルペンで画面を触るタッ
チ操作式も増えてきました。
　今回リリースされたWindows 10 は、そういったさまざまなデジタル機器のいずれでも使いやすい
ような機能が随所に盛り込まれています。また、そのような変更を加えながらも、以前からのユーザー
が戸惑うことのないよう細やかに設計されています。さらに、Windows 7 以上のユーザーであれば
一定期間無料でアップデートできるのも大変嬉しいところです。
　本書では、そんなWindows 10 を存分に活用していただけるよう、今までのWindowsと共通の基
本操作からWindows 10 の新機能まで、幅広い内容を盛り込んで丁寧な解説を心がけました。初め
てパソコンを使用される方の入門テキストとして、あるいはこれまでのWindows からバージョンアッ
プされる方の参考書として、さらには困ったときに参照するお助け本として、さまざまな形で本書を
ご活用いただければ幸いです。

※本書はWindows 10 Pro Insider Preview Build 10166 で制作しました。バージョンアップのタイミ
ングによっては、お使いのパソコンの画面とは違う可能性があります。あらかじめご了承ください。

速効!図解シリーズ編集部

［ は じ め に ］
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アプリの一覧が 
表示された!
本体にインストールされている
アプリの一覧が表示されます
❸。アプリ名順に並んでいる
ため、画面をスクロールして、
目的のアプリを探します❹。

2

アプリ一覧に移動する
スタートメニューに表示されて
いないアプリケーションを起動
しましょう。スタートボタン
て❶、［すべてのアプリ］をクリ
ックします❷。

1

スタートメニューに表示されていない
アプリを起動するには

すべてのアプリ09Section ***重要度A

スタートボタンをクリックして表示されるスタートメニューに表示されていないアプリを起動する方法を解説しま
しょう。

Chapter 2

❸アプリの一覧が表示されたら、

❹画面をスクロールして、アプリを探します。

スタートメニューに戻る
［戻る］をクリックすると、最初入力表示
されたスタートメニューに戻ります。

HINT

❶ここをクリックし、 ❷ここをクリックします。

速効！図解シリーズの使い方・読み方
まずは、速効！図解シリーズの上手な使い方・読み方を紹介していきましょう。“パソコンやアプ
リケーションの操作を覚えたい”という思いは一緒でも、人それぞれで知りたい事柄や理解し
やすい覚え方は少しずつ違うものです。そこで、速効！図解シリーズでは、人によって異なるニー
ズに応えるためにいろいろな使い方・読み方ができるようになっています。あなたにあった使い
方・読み方で、素早く・効率的にパソコンやアプリケーションの操作をマスターしましょう。

左ページツメ
各Chapterのタイトルが入ってい
ます。

本文
流れに沿ってスムーズに理解で
きるように、丁寧な文章で操作の
仕方を解説しています。文中の 
❶の数字は「操作手順」の番号
と連動しています。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがってここ
だけを読み進んでも、操作の仕
方がわかるようになっています。

Sectionタイトル
各Sectionは「～するには」「～と
は」などの目的別に構成されてい
るので、やりたいこと・知りたいこ
とを簡単に探せます。

重要度
＊の数で重要度を表わしています。「＊＊＊」がもっ
とも基本的な項目で、「＊＊」「＊」と＊の数が少なく
なるほどより進んだ使い方の項目になっています。

機能・操作タイトル
そのSectionで使う機能
や操作の名前です。
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アプリを選択する
フォルダーをクリックして❺、
目的のアプリが見つかったら、
一覧から、起動したいアプリ（こ
こでは、［ワードパッド］）をクリ
ックします❻。

3

す
べ
て
の
ア
プ
リ

Sec 10

アプリが開いた!
選択したアプリが起動しました
❼。

4

目的のアプリを
探しやすくする
一覧から目的のアプリを探しやすくする
ために、表示を切り替えることができま
す。アプリ一覧が表示されている状態で、
任意のアルファベットをクリックします
❶。アプリ名の頭文字の同音順一覧が
表示され❷、目的の頭文字をクリックす
ると、選択した頭文字の位置から表示を
します❸。

HINT

❻起動したいアプリをクリックします。

❺フォルダをクリックして、

❶ここをクリックすると、 ❷アプリ名のグループ別一覧に
表示が変わります。

❸目的のグループをクリックすると
該当グループを優先して表示します。

❼アプリが起動します。

フォルダーにあるアプリ
アプリによって、直接選択できるものと、
フォルダーにまとめられているものがあ
ります。

POINT

● その1 ●

最初からすべてのSectionを
順番に読んで完全マスター

本書は、基本的に見開き2ページ
で完結する各Sectionで構成され
ています。Sectionを最初から順
番に読み進んでいけば、無理なく
スムーズに操作をマスターするこ
とができます。

● その2 ●

重要度「＊＊＊」だけを読んで
基本操作を短時間マスター

本書では、各Sectionごとに＊の
数で表した重要度を付けていま
す。もっとも基本的な「＊＊＊」 
のSectionだけを読んでいけば、
短時間で基本操作がマスターで
きます。

● その3 ●

やりたいこと・知りたいことだけを
読んで効率的にマスター

本書の各Sectionは「～するには」
「～とは」などの目的別に構成され
ています。自分のやりたいことや
知りたいことだけを探して読んで
いけば、効率的に操作がマスター
できます。

速 効 ！ 図 解 シ リ ー ズ の 使 い 方

右ページツメ
機能や操作の名前で必要なSection
が探せます。

コラム
本書には以下の4種類のコラムが用
意されています。本文と併せてこれら
のコラムを読むことで、より幅広い知識
が身に付きます。

HINT

一歩進んだ使い方や役立つ情報、別
の操作法などを紹介しています。

KEYWORD

知っておきたい用語をわかりやすく説
明しています。

NEW

新機能や、バージョンによる違いにつ
いての説明です。

POINT

操作のポイント・意味や間違いやすい
点、関連知識などを紹介しています。
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●キーボード各部の名称と主な機能

外観 名称 主な機能 本書での表記

Windowsロゴキー 1回押すと［スタート］画面が表示され、2回押すとその前の
状態に戻ります。

（Windowsロゴ）
キー

文字キー 文字を入力するためのキーです。 aキー（例）

半角／全角キー 文字入力の半角モードと全角モードを切り替えます。 Oキー

Enter
（エンター）キー

変換した文字を確定させて入力したり、改行を入力したり
するほか、選択した項目を決定するときなどにも押します。 Eキー

Space
（スペース）キー

空白（スペース）を入力したり、かなを漢字に変換したりし
ます。 L（スペース）キー

BackSpace（バック
スペース）キー カーソルより左側1文字を取り消します。 Rキー

Delete
（デリート）キー

カーソルより右側の1文字を取り消す、選択したフォルダ
やファイルをごみ箱に移動するなどの機能があります。 Bキー

Shift（シフト）キー
文字キーと同時に押すことで大文字・小文字の入力を切
り替えます。また複数ファイルを選択するときなどにも使
用します。

Cキー

Ctrl
（コントロール）キー

文字キーと組み合わせてショートカットキー（※）を構成し
ます。 Dキー

Alt（オルト）キー メニュー項目をキーボードから操作できるようにします。
またショートカットキー（※）にも使用されます。 Aキー

※ショートカットキー
2つ以上のキーを組み合わせて、よく使う操作を簡単に行うのがショートカットキーです。本書では「Dキー＋cキー」のように「＋」を
用いて表記します。これは「Dキーを押しながらcキーを押す」という操作を表します。016
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重要度A

Chapter 1

デスクトップ型は本体、ディスプレイ、キーボード
が分離しているのが特徴です。

❶本体
パソコンを動かすための
様々なプログラムや
データが格納されている
❷ディスプレイ
作業状態を画面に表示
する
❸キーボード
文字入力などを操作す
る
❹ドライブ
CD/DVD内のデータを
読み出したり書き込んだ
りする

❺LANポート（背面）
ブロードバンドでインタ
ーネット接続をする際に
ケーブルを接続する部
分
❻USBポート
USBに対応した周辺機
器の接続をする
❼マウス
画面上のポインターの
操作をする部分

デスクトップ型

オールインワン型は本体とディスプレイが一体にな
っているのが大きな特徴です。

❶ディスプレイ
通常のディスプレイ以外にもタッチスクリーン型な
どがある
❷Webカメラ・マイク
テレビ電話などで通信を行う際のカメラおよびマイ
ク

オールインワン型

❶

❷

❸ ❼

❹

❻

❺

※ 機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。

❶

❷

※ 機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。

パソコンの各部の名前を覚えよう

パソコンの準備01 ***

パソコンには、デスクトップ型、オールインワン型、ノートブック型、タブレット型などがあります。それぞれのパソコ
ンの形状によって構成しているパーツの呼び名や位置が異なります。ここでは、各部の名称と役割を解説します。
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Sec 01

パ
ソ
コ
ン
の
準
備

ノートブック型は、本体、ディスプレイ、キーボー
ドが一体になっているのが特徴です。

❶ディスプレイ
作業状態を画面に表示する
❷本体
パソコンを動かすための様々なプログラムやデータ
が格納されている
❸キーボード
文字入力などを操作する
❹タッチパッド
画面上のポインターの操作をする
❺無線LANスイッチ
直接ケーブルを差し込まず無線でインターネットに
接続するためのスイッチ
❻スピーカー
音楽再生時の音が出力される
❼電源バッテリー（背面）
充電をし、電源のないところでも使える
❽LANポート（背面）
ブロードバンドでインターネット接続をする際にケ
ーブルを接続する部分
❾USBポート
USBに対応した周辺機器の接続をする
10ドライブ
CD/DVDのデータを読み出したり書き込んだりする

タブレット型のパソコンは、ディスプレイだけのよ
うな本体で、ペンまたは指（機種により異なります）
で画面にタッチしながら操作します。

❶ディスプレイ
作業状態を画面に表示する
❷ペン（デジタイザー）
画面にタッチして操作する

ノートブック型

タブレット型

❽

❶

❷

❸

❹
10

❾

❺
❻

❼

※ 機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。

❶

❷

※ 機種によって各部の位置が違う場合や、そのパーツが装備されていない場合があります。
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Chapter 1

パソコンの電源を 
入れる
パソコンの電源スイッチをオン
にしましょう❶。多くの場合、
電源スイッチには マークが
ついています。

1

❶電源スイッチを
オンにします。

ノート型パソコンの電源スイッチはキーボ
ードの前面や側面にあります。ディスプレ
イ部分を開いて❶、電源スイッチをオンに
しましょう❷。

ノート型パソコンの 
電源を入れるHINT

❶ディスプレイ部分を 
開いて、

❷電源スイッチを 
オンにします。

パソコンを起動するには

パソコンの起動02 ***

パソコンに電源を入れて使用できる状態にすることを「起動する」と言います。最初にサインイン画面が表示され
るので、パスワードの入力を求められます。複数の人がパソコンを使える状態にしている場合は、ユーザーを選択
してからサインインします。

HINT

電源スイッチの位置
パソコンの電源スイッチの位置は、パソ
コンごとに異なります。本体前面や上面、
側面を確認しましょう。
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Sec 02

ロック画面が 
表示される
時刻や日付が入ったロック画
面が表示されます❷。ロックを
解除するために画面をクリック
します❸。

2

サインイン画面が 
表示される
Windows 10のセットアップで
設定した「ユーザー名」と「パ
スワード」の入力画面が表示さ
れます❹。パスワードを入力し
て❺、Eキーを押します。

3

Windows 10が 
起動した！
Windows 10が起動し、デスク
トップ画面が表示されます❻。

4

パ
ソ
コ
ン
の
起
動

❷ロック画面が表示されます。 ❸画面をクリックします。

❻デスクトップ画面が表示されます。

HINT

スワイプする
［タブレットモード］の場合は下から上に
向けて指で画面をなぞるスワイプの操作
でサインイン画面が表示されます。

KEYWORD

サインイン
パスワードを入力することで、個人を識
別してパソコンを操作可能にします。ロ
グインとも言います。

❹サインイン画面が表示されます。 ❺パスワードを入力して、
Eキーを押します。
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Chapter 1

Windows 10のデスクトップ画面には、ゴミ箱のアイコンだけが表示されます。機能のほとんどはスタートボタン をクリッ
クして表示されるスタートメニューにまとめられています（Section 06参照）。

Windows 10のデスクトップモード

Windows 10って何だろう？

Windows 10の概要03 ***

Windows 10は、パソコンやタブレット、スマートフォンなど、さまざまな機器に対応していることが特徴です。そ
のためマウスのクリック操作に適した［デスクトップモード］と、タブレットPCやスマートフォンなどのタッチ操作
に適した［タブレットモード］という2種類のモードが用意されています。

ゴミ箱のアイコンが表示されます❶。

❶

❶

［タブレットモード］ではスタートメニューのタイルが全画面表示されます。タッチ操作でスムーズに利用できるようになって
います。

アプリのタイルが全画面で表示されます
❶。

Windows 10のタブレットモード
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Sec 03
W
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s 10

の
概
要

Windows 10には、タブレット端末などに向けたWindows 10 Mobile、個人ユーザー向けのWindows 10 Home、ビジネスユ
ーザー向けのWindows 10 Pro、大規模企業向けに提供される Enterprise、教育機関向けのEducationなどのエディションも
準備されています。

Windows 10のエディション

Windows 10のエディションと特徴
Windows 10の各エディションは、次のような特徴があり、上位エディション（Enterprise）は下位のエディションのすべての
機能を備えています。

エディション 特徴

Windows 10 Home 家庭（個人ユーザー）向け
　・PC、タブレットを対象としている
　・フォト、マップ、メール、カレンダー、ミュージック、ビデオなどの、ユニバーサルWindowsアプリ（※）が利用できる

Windows 10 Pro 小規模企業向け
　・Windows Updateの種類やタイミングを調整可能な「Windows Update for Business」を利用できる

Windows 10 Mobile スマートフォンや小型のタブレットなどタッチ操作を中心とした端末向け
　・ユニバーサルWindowsアプリ（※）が利用できる

Enterprise ビジネス（プロ）、中規模・大規模企業向け
　・セキュリティやアプリケーション、デバイスの管理機能を備えているボリュームライセンス

Mobile Enterprise ビジネス（プロ）向け
小型のモバイル端末向け

Education 教育機関向け、学生や教員向け
　・ボリュームライセンス契約

IoT Core Internet of Thingsに対応する小さい低コストのデバイス向け

※ユニバーサルWindowsアプリ：パソコンやタブレットPC、スマートフォンなどの機器に対して、一つのアプリケーションで対応すること
が可能です。

インストールされているエディションを確認するには、スタートボタン を右クリックして❶、［システム］を選択します❷。

エディションを確認するには

❶ここを右クリックして、

❷ここを選択します。 ❸ここでエディションを確認できます。

POINT
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スタートボタンを 
クリックする
Windows 10を終了することを
「シャットダウン」と呼びます。
起動中のアプリがある場合は、
すべて終了します。画面左下
のスタートボタン をクリック
します❶。

1

Windows 10の終了

HINT

キーボードから 
スタート画面を表示する
キーボードの （Windowsロゴ）キー
を押してもスタート画面を表示すること
ができます。

HINT

スタートボタン から 
シャットダウンする
スタートボタン を右クリックして、［シ
ャットダウンまたはサインアウト］を選択
し、［シャットダウン］をクリックしてもパ
ソコンをシャットダウンできます。

❶ここをクリックします。

［シャットダウン］を 
選択する
次に［電源］をクリックして❷、
［シャットダウン］を選択します
❸。

2

❸ここを選択します。

❷ここをクリックして、

パソコンを終了するには

シャットダウン04 ***

作業が終了したら、スタート画面からWindows 10を終了しましょう。パソコンを終了する際は、シャットダウン
の他に、「スリープ」という一時的に低電力状態にする方法もあります。
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Windows 10が終了した！
シャットダウンの画面が表示さ
れ❹、しばらくするとWindows 
10が終了します。パソコンの
電源は自動的にオフになります
❺。

3

［スリープ］を選択する
Windows 10をスリープモード
にすると、パソコンを低電力状
態にできます。Windows 10を
スリープモードにするには、ス
タートボタン から［電源］を
クリックして❶、［スリープ］を
選択します❷。

1

スリープモードになった！
画面が真っ暗になり、スリープ
モードになりました❸。スリー
プを解除するには、電源ボタ
ンを押します。サインイン画面
が表示されるので、パスワード
を入力して、サインインします。

2

Windows 10のスリープモード

HINT

ディスプレイの電源も確認する
デスクトップパソコンの電源は自動的に
オフにならない場合もあるので、確認を
しましょう。

HINT

スリープを解除する
マウスやキーボードを操作しても、スリ
ープモードを解除できる場合があります。

❹シャットダウンの画面が表示され、

❺しばらくすると自動的に電源が切られます。

❸ 画面が真っ暗になり、スリープモードになります。

❶ここをクリックして、 ❷ここを選択します。
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Section 
重要度A

Chapter 1

マウスの基本操作

●マウスの使い方 ●タッチパッド（ノートパソコン）の使い方

左ボタン：人差し
指で押します。

右ボタン：中指で
押します。

タッチパッド：右手人差し指（左利きの場合は
左手人差し指）で軽くこすります。

机の上や専用のマウスパッドなど
平らな場所に乗せて滑らせます。

左ボタン：左手親指で
押します。

右ボタン：右手
親指で押します。

ポインターを移動する

画面上のポインター（白い矢印）
を移動して対象物に合わせて
みましょう。マウスを動かすと
❶、ポインターが合わせて移
動します。ポインターを移動し
て［ゴミ箱］アイコンに合わせ
ます❷。なお、ポインターを合
わせることを「ポイントする」と
いいます。

1 ❶マウスを動かすと、
ポインターも動きます。

❷ポインターを移動して、
ここに合わせます。

パソコンの操作を覚えよう

マウス・マルチタッチの基本操作05 ***

パソコンにはマウス操作が欠かせません。マルチタッチ型のパソコンでは画面に直接指で触れての操作や、タッ
チペンを利用した操作も可能です。
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クリックする
マウス（タッチパッド）の左ボ
タンを押すことを「クリック」と
呼びます。クリック操作をする
と❸、対象が選択されます❹。
［ゴミ箱］アイコンをクリックし
ます。

2

ダブルクリックする
マウス（タッチパッド）の左ボ
タンをすばやく2回押すことを
「ダブルクリック」と呼びます。
ダブルクリックは、フォルダー
を開くなどの際に操作します。
ここでは、［ごみ箱］アイコンを
ダブルクリックします❺。する
と、［ごみ箱］ウィンドウが開き
ます❻。

3

❹［ゴミ箱］アイコンが選択されました。

❺ここをポイントして、ダブルクリックします。

❻［ごみ箱］ウィンドウが開きます。

❸ここをクリックすると、

HINT

ダブルクリックのコツ
ダブルクリックはマウス（タッチパッド）
の左ボタンを「すばやく」「続けて」2回
押します。ボタンを押す時間が長すぎた
り、クリックのタイミングが遅すぎたりす
ると、うまくダブルクリックできない場合
があります。

HINT

タブレットモードはタップ
マウスのクリック操作は、タブレットモー
ドの場合、画面を軽くタッチするタップ
操作になります。

ドラッグ＆ドロップする
マウスの左ボタンを押しながら
移動先で指を離すドラッグ＆ド
ロップ操作は、ウィンドウの移
動や拡大・縮小、フォルダー
やファイルの移動をする際に
操作します。［ごみ箱］アイコン
にポインターを合わせて左ボ
タンを押したまま、任意の位置
で離すと❼、［ごみ箱］アイコン
が移動します❽。

4 ❼ここで左ボタンを押したまま
移動してボタンを離すと、

❽［ごみ箱］アイコンが移動します。
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長押しする
ショートカットメニューを表示
する右クリックの操作は、1本
の指で画面をタッチし、そのま
ま押し続けます。

2

タップする
マルチタッチ型のパソコンで
は、直接ディスプレイをタッチ
して操作することができます。
マウスの左ボタンをクリックす
る操作は、指の操作では「タッ
プ」と呼び、1本の指で画面を
タッチします。アプリの起動、
コマンドの実行などに使いま
す。

1

右クリックする
アイコンで右ボタンをクリック
すると、ショートカットメニュー
が表示されます。ここでは、［ご
み箱］アイコンで右クリックを
します❾。すると、ショートカ
ットメニューが表示されます10。

5

指のタッチ操作

10ショートカットメニューが表示されます。

❾ここで右クリックすると、

KEYWORD

ショートカットメニュー
ショートカットメニューとは、現在選択し
ているアイコンなどに関連した操作の一
覧が表示される機能です。選択した対象
によって表示されるメニュー一覧は異な
ります。
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Sec 05

スライドする
画面をスクロールする操作は、
1本または複数の指で画面をタ
ッチし、同じ方向に動かします。

3

スワイプする
スワイプは、1本または複数の
指で画面をタッチし、同じ方向
に少しだけ動かします。

4

マ
ウ
ス
・
マ
ル
チ
タ
ッ
チ
の
基
本
操
作

回転する
2本以上の指で画面をタッチし
て、時計回りまたは反時計回り
に動かします。操作対象を回
転することができます。

5
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ピンチする
2本以上の指で画面をタッチ
し、それらの指を近づけていき
ます。操作対象を縮小する場
合などに使います。

6

ストレッチする
2本以上の指で画面をタッチ
し、それらの指を離していきま
す。操作対象を拡大する場合
などに使います。

7

マルチタッチを採用したディスプレイ一体型
では、ペン（デジタルペン）でタッチ操作
できます。要領は指での操作と同じです。
普通のペンと同じように握って使います。画
面のタッチはそっと触るだけで反応します。

画面をペンでタッチするHINT

タッチ、マウス、キーボードが一般的な操作にどのように対応しているか、下の表にまとめ
ました。

操作 タッチ マウス キーボード

起動、アクティブにする タップ クリック Eキー

短い距離のスクロール スワイプ 短くドラッグ 方向キー

長い距離のスクロール スライド 長くドラッグ
Zキー
または
Yキー

ショートカットメニュー表示 長押し 右クリック アプリケーションキー
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デスクトップ各部の名称

スタートボタンを押して開く
Windows 10の画面を確認しよう

スタート画面06Section ***重要度A

パソコンを起動して表示されるデスクトップ画面を確認しましょう。Windows 10の初期状態では、デスクトッ
プに［ゴミ箱］のアイコンだけが表示されます。ほとんどの機能は、スタートメニューやスタート画面から選択して
実行します。

Chapter 2

アイコン デスクトップ

タスクバー タスクバーにピン留めされているボタン

タスクバー
タスクバーにあるアプリのボタンはピン
留めされている状態です。頻繁に使用す
るアプリはタスクバーにピン留めすると
すぐに起動できます。また起動したアプ
リは終了するまでタスクバーにボタンと
して表示されます。

HINT
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ユーザーアカウント

スタートボタン 検索ボックス

スタートメニュー

ジャンプリスト
タスクバーのアイコンを右クリックすると
❶、一覧が表示されて、目的の場所や 
ファイルをクリックすると❷、ファイルや
フォルダーを開くことができます。ジャン
プリストの内容は、選択したアプリに 
よって異なります。

HINT

スタートボタン をクリックすると、タイルが配置されたスタート画面と、アプリのボタンが並んだスタートメニューが表示
されます。

タイル

すべてのアプリ 電源オプション

よく使うアプリ

スタートメニュー ライブタイルスタート画面

❶ここをクリックすると、
ジャンプリストが表示さ
れます。

❷ここをクリックすると
ドキュメントフォルダー
が開きます。
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フォト
「フォト」アプリは、パソコン内のピク
チャファイルだけでなく、ネットワーク
上のピクチャを表示できます。また、
画像の加工をして保存することも可能
です。

ストア
「ストア」アプリでは、Windows専用の
アプリをインストールできます。ゲー
ム、ソーシャル、音楽・動画など様々
なアプリを無料または有料で利用でき
ます。

アプリって何だろう?

アプリ07Section ***重要度A

「アプリ」とはアプリケーションソフトの略で、パソコンで作業をしたり、音楽やゲームを楽しむものなど、実にさま
ざまな種類があります。「アプリ」は、パソコンにインストールして利用することができます。Windowsには、はじ
めからインストールされている「アプリ」もあります。

Chapter 2

Windows 10のアプリ
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フォトギャラリー
「フォトギャラリー」は、デジカメなど
で撮影した写真などを表示、編集、管
理することができるアプリです。色の
調整や、トリミングなど画像を加工し
て保存できる点が便利です。

ペイント
「ペイント」は図形を描いたり、既存の
画像ファイルに簡単な編集ができるア
プリです。
PNG、JPG、BMPなどさまざまなファ
イル形式で保存することが可能です。

ミュージック
「ミュージック」アプリは、曲を再生し
て音楽を楽しむアプリです。曲を繰り
返し再生したり、ランダムな順番で聞
くことができます。また、いろいろな
アルバムから気に入った曲だけを選択
して、再生リストを作って楽しむこと
もできます。

ア
プ
リ

Sec 07
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ニュース
「ニュース」アプリは、さまざまなジャ
ンルのニュースの記事を読んだり画像
を見ることができます。
また、気になるキーワードを追加する
と、キーワードに関連する記事のニュ
ースを集めて読む機能もあります。

メール
「メール」アプリは、電子メールの作成
やメールの送受信が行えます。文字デ
ータだけでなく、画像や他のアプリで
作成したファイルを添付して送信する
ことができます。

マップ
「マップ」アプリは、世界中の地図を表
示できます。表示の方法も航空写真や
地図を傾けて見るビューなども用意さ
れています。また、ナビ機能を使うと
ルート案内を表示できます。地図やル
ートの案内などは印刷して利用できる
ので大変便利です。
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Word
文書の作成や編集を行うアプリです。
ビジネス文書はもちろんのこと、図形
や表、写真などを配置して洗練された
デザインの文書を作れます。
テンプレートを利用すると、チラシや
予定表などの文書も簡単に作成できま
す。

Excel
計算や集計するだけでなく、グラフを
作成してデータを視覚化できます。ま
た、データを並べ替えたり抽出するな
ど、簡易なデータベースとして活用す
ることもできる表計算のアプリです。

PowerPoint
プレゼンテーションに利用するスライ
ドの作成や編集ができます。スライド
は全画面で表示して、プロジェクター
に投影したり、タブレットの画面から
提示したりして、説明や説得のツール
として使います。

Office for Windows 10のアプリ
パソコンやタブレット、スマートフォンなどさまざまな端末で利用できるOfficeのアプリです。タッチ操作に適した設計にな
っているので、マウスやキーボードがなくても操作ができます。機種によっては別途インストールする必要があります。
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アプリが起動した!
天気アプリが起動します。［最
大化］ボタン をクリックす
ると❸、アプリが全画面で表
示されます。［過去の気象デー
タ］ をクリックすると❹、ア
プリの情報がさらに確認できま
す。

2

起動するアプリの 
タイルをクリックする
「天気」　アプリを起動してみ
ましょう。スタートボタン を
クリックして❶、［天気］タイル
をクリックします❷。

1

アプリを起動してみよう

アプリの起動08Section ***重要度A

Windows 10では、スタート画面にあらかじめインストールされているアプリがタイル形式で表示されます。一度
アプリを起動した後は、ライブタイル表示されるものがあり、アプリを開かなくても簡単な内容を確認できます。

Chapter 2

ホームに設定する地域
天気のアプリを起動して、ホームに設定
する地域を設定する画面が表示された
ら、場所を入力します。入力された地域
の天気が表示されます。

POINT

❶ここをクリックし、

❸ここをクリックするとアプリが最大化します。

❷ここをクリックします。

❹ここをクリックすると、情報がさらに得られます。
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ニュースの情報を 
表示する
［ニュース］ボタン をクリック
すると❼、天気に関するニュー
ス情報を確認できます。クリッ
クすると、さらに詳しい記事を
読むことができます❽。

4

さらにアプリの情報が
確認できた
過去の気象データがグラフで
表示されました❺。ここをクリ
ックすると❻、降水量のグラフ
も確認できます。

3

ア
プ
リ
の
起
動

Sec 09

［天気］アプリの地域を
追加する
天気アプリで設定されているホームの地
域を変更したり、［お気に入り］に追加し
たりするには、［地域設定］ボタン をク
リックして❶、＋をクリックすると❷、地
域を設定するボックスが表示されるので、
追加したい地域を入力します❸。地域の
候補が表示されたら、選択します❹。

POINT

❺気象データが表示されました。

❻ここをクリックすると、降水量が見られます。

❶ここをクリックし、

❹ここを選択します。

❸追加したい地域を入力します。

❷ここをクリックして、

❼ここをクリックすると、天気のニュースが見られます。

❽クリックでさらに詳しい記事が読めます。
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アプリの一覧が 
表示された!
本体にインストールされている
アプリの一覧が表示されます
❸。アプリ名順に並んでいる
ため、画面をスクロールして、
目的のアプリを探します❹。

2

アプリ一覧に移動する
スタートメニューに表示されて
いないアプリケーションを起動
しましょう。スタートボタン
て❶、［すべてのアプリ］をクリ
ックします❷。

1

スタートメニューに表示されていない
アプリを起動するには

すべてのアプリ09Section ***重要度A

スタートボタンをクリックして表示されるスタートメニューに表示されていないアプリを起動する方法を解説しま
しょう。

Chapter 2

❸アプリの一覧が表示されたら、

❹画面をスクロールして、アプリを探します。

スタートメニューに戻る
［戻る］をクリックすると、最初入力表示
されたスタートメニューに戻ります。

HINT

❶ここをクリックし、 ❷ここをクリックします。



041

アプリを選択する
フォルダーをクリックして❺、
目的のアプリが見つかったら、
一覧から、起動したいアプリ（こ
こでは、［ワードパッド］）をクリ
ックします❻。

3

す
べ
て
の
ア
プ
リ

Sec 10

アプリが開いた!
選択したアプリが起動しました
❼。

4

目的のアプリを
探しやすくする
一覧から目的のアプリを探しやすくする
ために、表示を切り替えることができま
す。アプリ一覧が表示されている状態で、
任意のアルファベットをクリックします
❶。アプリ名の頭文字の同音順一覧が
表示され❷、目的の頭文字をクリックす
ると、選択した頭文字の位置から表示を
します❸。

HINT

❻起動したいアプリをクリックします。

❺フォルダをクリックして、

❶ここをクリックすると、 ❷アプリ名のグループ別一覧に
表示が変わります。

❸目的のグループをクリックすると
該当グループを優先して表示します。

❼アプリが起動します。

フォルダーにあるアプリ
アプリによって、直接選択できるものと、
フォルダーにまとめられているものがあ
ります。

POINT
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アプリが終了した!
アプリが終了すると❷、タスク
バーのボタンもなくなります
❸。

2

［閉じる］ボタンを 
クリックする
アプリを終了するには、ウィン
ドウ右隅の［閉じる］ボタン

をクリックします❶。

1

起動したアプリを終了するには

アプリの終了10Section **重要度A

起動したアプリを終了するには、［閉じる］ボタンを利用する方法やメニューから終了する方法、またタスクバーから
終了することもできます。

Chapter 2

❷アプリが終了してウィンドウが閉じられ、

［閉じる］ボタンから終了

❶［閉じる］ボタンをクリックします。

❸タスクバーのボタンもなくなりました。
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タスクバーから終了する
メモ帳の画面が消えてアプリ
が終了しました❸。タスクバー
には電卓アプリが最小化され
てボタンが表示されています
❹。タスクバーのボタンを右ク
リックして❺［ウィンドウを閉
じる］を選択すると❻、アプリ
を終了することができます。

2

［ファイル］メニュー 
から終了する
メモ帳を起動してウィンドウが
開いています。［ファイル］メニ
ューから終了するには、［ファイ
ル］をクリックして❶、［〇〇の
終了］（ここでは［メモ帳の終
了］）をクリックします❷。

1

ア
プ
リ
の
終
了

Sec 11

アプリの種類によってはメニューバーか
ら終了できないものがあります。

POINT

❺ここを右ク
リックして、

タブレットモードでアプリを
終了するには
タブレットモードでは、［閉じる］ボタン
が隠れている場合があります。ウィンド
ウの上端からスワイプ（マウスの場合は
画面上端にポインターを合わせる）する
と［閉じる］ボタンが表示されます❶。［閉
じる］ボタン をタップすると、アプリ
が終了します❷。

HINT ❶上から下に向かってスワイプすると
［閉じる］ボタンが表示されます。

❷ここをタップすると
アプリが終了します。

メニューやタスクバーから終了

❶ここをクリックして、

❷ここを選択するとアプリが終了します。

❸メモ帳アプリが終了して、ウィンドウが閉じました。

❹最小化されたアプリが 
ボタンで表示されています。

❻ここを
選択します。



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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1 2
すぐに効くテクニックが満載!
MacBookを便利に使いこなせる
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の使い
方がキホンからわかる解説書です。macOS Sierra（シエ
ラ）をサポートしています。最新のMacBook Proに対応
しており、気になるTouch Barの使い方をしっかり掲載し
ました。さらにiCloudの仕組み、iPhoneとのデータやり取
り、写真や動画の管理、ビジネスでの活用法など、
MacBookをより便利に使いこなせる内容になっています。
MacBookを使いこなすのに最適な1冊です。

MacBook マスターブック 
macOS Sierra 対応版

マイナビ出版
松山茂・矢橋司（著者）
320 ページ
価格：1,922 円（PDF）

Mac

MacBookの特徴や、基本的な
使い方から解説。はじめてMacに
触れる方でも理解できる

Windows 10のトラブル解決＆
活用ワザが満載!
本書は、目的別に213個のワザでWindows 10の便利な
機能と新機能を解説。同OS最大の特徴である［スタート］
メニュー、［設定］画面、Microsoftアカウントの使い方が
よく分かります。通読すればWindows 10の機能が身に
付くこと間違いありません。「Microsoft Edge」「指紋認
証」「Cortana」「Windows Inkワークスペース」といった
新機能もしっかりフォロー。使っていて遭遇しがちなトラブ
ルも対応方法を紹介しています。

できるポケット 
Windows 10 困った！
＆便利技 213 改訂 2 版
インプレス
広野忠敏・できるシリーズ編集部（著者）
272ページ
価格：853 円（PDF）

Windows

初めてWindo
ws 10を使う方

、

Windows 10を
使い始めた方に

おすすめ!

各テクニックはお役立ち度で
ランク付け。目的や知りたい
ことからワザを探せる

Windowsから
Macに

移行したばかり
のユーザーが

戸惑う操作もし
っかりフォロー



ふだんの仕事で役に立つ
ショートカットキー280 個

Windows

正確さと速さを両立した
タイピングを身に付ける

Windows

Windows 10の基本 &応用 !
使いこなすための一冊

Windows

macOS Sierraを完全解説
416ページの大ボリューム

大画面&高性能カメラの
iPhone 7 Plusを徹底解説
スマートフォン・
タブレット

PowerShellを使いこなして
Windowsシステムを管理

Windows

できるポケット 
一瞬で差がつくPC活用術
ショートカットキー全事典

仕事に便利な 280 個のショートカットキーを操作
方法とともに解説。利用頻度の「よく使う度」、
作業がどれくらい速くなるかの目安「短縮度」、実
践的な使い方を紹介する「組み合わせ」など、
役立つヒントが満載です。

インプレス　株式会社インサイトイメージ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）

208 ページ　価格：972 円（PDF）

キー入力がみるみる速くなる 
タイピング上達の法則

タッチタイピングの習得は、決して難しくありませ
ん。本書はよく使うキーから覚えていくため、無
理なく正確なキー入力が身に付きます。オリジナ
ルの文例で繰り返し練習すれば、メキメキと上達
を実感できるでしょう。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

96 ページ　価格：950 円（PDF）

Windows 10 使いこなしガイド　
Anniversary Update 対応

本書では、Windows 10 の基本操作からもっと
便利な Windows 10 の使いこなし方まで網羅。
ワンランク上の知識が身に付くコラムも満載です。
Windows 10 を使う際に覚えておきたい知識やテ
クニックを幅広く紹介しています。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

128 ページ　価格：953 円（PDF）

macOS Sierra
マスターブック

macOS Sierra の新機能、アップグレード機能
をはじめ、ほぼすべての機能を網羅した大ボリュー
ムの解説書です。新機能を含むほとんどの機能を、
画面写真とステップバイステップの解説でわかり
やすく説明しました。

マイナビ出版
小山香織（著者）

416 ページ　価格：2,138 円（PDF）

できるポケット 
ドコモの iPhone 7 Plus 
基本＆活用ワザ 100

通話やインターネットといった基本はもちろん、ド
コモメールの設定や電話帳の移行など、ドコモの
iPhone 7 Plus の使い方を丁寧に説明。さらに、
おすすめのアプリやまめ知識など、iPhone を楽
しむヒントが満載です。

インプレス　法林岳之・橋本保・清水理史・白根雅彦・
できるシリーズ編集部（著者）

288 ページ　価格：950 円（書籍）

Windows PowerShell
逆引きハンドブック

Microsoft が Windows 用に開発したコマンドラ
イン方式のシェルと、スクリプト実行環境である
Windows PowerShell の使い方を逆引き方式で
解説。ほぼすべてのコマンドを網羅し、最新のバー
ジョン5.0 に対応しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

736 ページ　価格：4,082 円（PDF）
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