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Chapter 1

カーソル右下の入力モードをクリックする
Internet Explorerの検索ボックスを利用して入力
モードの切り替えを行ってみましょう。検索ボックス
をクリックすると❶、カーソル右下に「A」と、現在の
入力モードが表示されます❷。ここをクリックします
❸。

1 入力モードが「あ」になった!
入力モードが「あ」に変わり❹、かな変換の日本語入力
モードになりました。この状態では日本語入力が可能
です。
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日本語入力モードにするには ･･････････････････････････････［入力モードの変更］

Windows 8.1
の基本

Chapter 1

日本語を入力するには、入力モードを変更する必要があります。Windows 8.1 では入力ボッ
クスで入力モードの変更ができるようになりました。

文字を入力する

P O I N T !

デスクトップ画面での入力モードの切り替え
デスクトップ画面でアプリを起動している時は、タスクバーからIME
を変更します。例えば、半角カタカナを直接入力する場合は、タス
クバーのIME入力モード［あ］で、右クリックします❶。IMEのオプショ
ン一覧から［半角カタカナ］を選択します❷。

❶ここをクリックすると

❷現在の入力モードが表示される ❸ここをクリック

❹入力モードが変わった

❶ ❷

文字を整えたら、行や段落ごとにレイアウトを整えていきましょう。意外と怠りがちな部分
ですが、段落の位置に気を付ければ、文書はもっと読みやすくなります。ポイントは、設定
前の選択する場所です。

速効 !パソコン講座シリーズの
使い方・読み方
本書は、図版に番号付きの操作手順を付けた、
どなたにもわかりやすいパソコン解説書です。

通常の説明手順とは別に「上達テクニック編」を設け「一歩進んだワザ」や
「トラブル解決」などといった、知っておくと便利な知識をまとめました。

どこから読んでも理解できる構成になっていますので、
自分のレベルや必要に応じて読み進めていきましょう。

ここで解説する細か
な内容です。［　］内
は解説している機能
や操作の名前です。

操作手順を番号付
きで解説していま
す。番号に従って読
むだけでも内容が
わかるようになって
います。

Chapter（章）番号
です。

Chapterタイトル
です。

ここで解説するおお
まかな内容です。目
的別にまとめられて
いるのでやりたいこ
と、知りたいことを
簡単に検索できます。

より具体的な操作を
解説します。流れに
沿って理解できるよ
う、丁寧に説明して
います。文中「❶」の
数字は図の「操作手
順」の番号と連動し
ています。

このページ内容の補
足や、関連する知識
です。
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Chapter 4

写真を共有するには

写真を表示して［共有］チャームから選択する
お気に入りの写真をメールで送信してみましょう。右上角をポ
イントして❶、チャームを表示し、［共有］をクリックします❷。
［共有］チャームが表示されたら、［メール］を選択します❸。

「メール」アプリが起動し、写真が添付されます❹。宛先、件
名、本文などの必要な情報を入力して❺、［送信］ボタン を
クリックします❻。

上達テクニック編

お気に入りの曲を集めて
続けて聴くには

Twitterアカウントを
追加するには

プレイリストを作る
好きな曲だけを集めたプレイリストを作成してみましょう。
「ミュージック」アプリを起動した画面で、［新しいプレイリ
スト］を選択します❶。その後プレイリスト名などを入力し
てプレイリストを作りましょう。作成したプレイリストに曲
を追加するには、［コレクション］❷からアルバムを選択し
ます。追加したい曲を右クリックして❸、［追加先］をクリッ
クし❹、追加先のプレイリスト名をクリックします❺。これ
で作成したプレイリストに曲が追加されます。同様の操作
で、追加したい曲を指定します。

［設定］チャームから［アカウント］を選択して設定
「People」アプリの知り合いの一覧にTwitterアカウント
の仲間を追加してみましょう。「People」アプリを起動し
ます❶。画面右上角をポイントして❷、チャームを表示して
［設定］をクリックします。［設定］チャームが表示されたら、
［アカウント］を選択します❸。［アカウント］の画面が表示
されたら、［アカウントの追加］をクリックします❹。画面
の指示に従って設定すると、知り合い一覧に登録できます。

❸

❹

❻

❶

❹ ❺

❷ ❸

❺
❶

❷

❶ ❷

❸

❹

内容に合わせたマー
クです（下の説明参
照）。

質問や疑問、操作の
内容などを指します。

流れに沿って理解
できるよう、丁寧に
説明してあります。
文中「❶」の数字は
図の番号と連動して
います。 操作する順番に番

号を付けています。

上達テクニック編のマークについて
上達テクニック編は、本文では説明しきれなかった内容や、
もう一歩進んだ方法などをまとめてあります。パソコンを
もっと楽しく、快適に使いこなすための便利な技が満載です。
それぞれの内容に合ったマークを付けましたので、読む際
の目安としてください。

操作を効率よく行うためのお役立ちテク
ニックを紹介しています。

ステップアップのための便利な機能を説
明しています。

画面表示や作成する文書を見やすくする
ための知識が身に付きます。

本文内容に関連のある疑問にわかりやす
く答えています。

本文中にあるわかりにくい用語を解説し
ています。

操作をしていて起こる困ったトラブルを
解決しています。
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速効!パソコン講座シリーズの使い方・読み方－P002
パソコンの基本操作－P006

Chapter 1 Windows 8.1の基本
Windows 8.1の基本を理解する－P010
［スタート］画面を見てみよう／チャームを表示してみよう／
アプリバーを表示しよう／Windows 8.1を終了しよう
上達テクニック編－P013

文字を入力する－P014
日本語入力モードにするには／漢字に変換するには／
変換キーで漢字に変換するには／文字列をコピーするには／文字列を移動するには
上達テクニック編－P017

アプリの起動と切り替え－P018
Windows 8.1対応のアプリを起動してみよう／Windows 8.1対応のアプリを終了してみよう／
起動中のアプリを開くには／［スタート］画面に表示されていないアプリを起動するには
上達テクニック編－P021

Chapter 2 デスクトップ画面の基本操作
ウィンドウの基本操作－P024
デスクトップ画面への切り替え／デスクトップ画面を見てみよう／
ウィンドウを表示する／リボンの基本操作を覚えよう／
開くフォルダーを素早く選択するには／ファイルのイメージを表示するには／
複数のウィンドウを開いて操作するには／アイコンの表示形式を変更するには
上達テクニック編－P030

ファイルの操作－P032
ファイルを開くには／ファイルを保存するには／ファイルを削除するには／
フォルダーウィンドウでファイルを検索するには／
ファイルの詳細を知るには／フォルダーの名前を変更するには／
ファイルやフォルダーをコピーするには／選択をチェックボックス形式にするには／
ファイルやフォルダーを圧縮するには／圧縮したファイルやフォルダーを元に戻すには／
ファイルの拡張子を表示するには／CDやDVDにコピーするには
上達テクニック編－P040

Chapter 3 インターネットとメールの活用法
Windows 8.1でのインターネット－P042
Webページを見るには／リンクページを表示するには／URLを入力してWebページを見るには／
新しいタブでWebぺージを表示するには／Webページを印刷するには／
閲覧履歴を残さずにWebページを見るには
上達テクニック編－P047

デスクトップ画面でのインターネット－P048
デスクトップ画面でWebページを見るには／URLを入力してWebページを見るには／
検索してWebページを表示するには／以前見たWebページを表示するには／
気に入ったWebページを登録するには／Webページを印刷するには／
Windows Essentialsを利用するには／Microsoftアカウントを取得するには

C O N T E N T S
目次
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上達テクニック編－P055

Windows 8.1でのメールアプリ－P057
「メール」アプリの起動とアカウント追加／メールを作成して送信するには／
ファイルをメールで送るには／メールの送受信と返信をするには／連絡先リストから送信するには／

Windows Liveメールを利用する－P063
Windows Liveメールを利用するには／Windows Liveメールでメールを作成するには／
メールの送受信をするには／メールに返信するには／メールをテキスト形式にするには／
アドレス帳を利用してメールを送信するには／
上達テクニック編－P068

Chapter 4 アプリを使いこなそう
Windows 8.1のさまざまなアプリ－P070
Peopleアプリで知り合いを編集するには／フォトアプリで写真を楽しむには／
Skypeでチャットをするには／ビデオアプリで映像をレンタルするには／
ニュースアプリに新たなニュースソースを追加するには／音楽を楽しむには／
スケジュール管理をするには／アプリをインストールするには／地図を利用するには／
ペイントで図形を描くには／付箋アプリを利用するには／声でパソコンの操作をするには／
オンラインストレージを利用するには
上達テクニック編－P084

Windows Essentialsアプリの利用－P086
デジタルカメラの写真を取り込むには／フォトギャラリーで画像を表示するには／
画像を拡大表示するには／画像の明るさや色の調整をするには／画像を連続して表示するには／
画像の不要な部分をカットするには／オーディオCDを再生するには／
オーディオCDをパソコンに取り込むには／お気に入りの曲を集めてCDを作成するには／
ホームビデオからパソコンへ映像を読み込むには／
パソコン内の映像をDVDに書き出すには／取り込んだ映像を編集するには
上達テクニック編－P097

Chapter 5 Windows 8.1を使いやすく設定しよう
画面とデスクトップの設定－P100
タイルを追加するには／ライブタイルをオフにするには／［スタート］画面の色を変更するには／
チャームからパソコンの設定を変更するには／コントロールパネルで設定を変更するには／
デスクトップのデザインを変更するには／ディスプレイの文字を大きくするには／
デスクトップの背景を設定するには／デスクトップにオリジナル画像を設定するには／
2台目のディスプレイを使うには／ IME言語バーを表示するには
上達テクニック編－P110

ハードウェアとアカウントの設定－P112
USBメモリを使うには／ボリュームを変更するには／パソコンの基本情報を表示するには／
USBメモリやDVDを挿入したときの動作を指定するには／ハードディスクをきれいにするには／
設定を他のパソコンでも使うには／電源がスリープになる時間を変更するには／
新しいユーザーを追加するには／ユーザーを切り替えるには／アカウントの画像を変更するには／
ロック画面を変更するには／ユーザーアカウントの種類を変更するには／パスワードを変更するには／
画面へのタッチでパスワードを作るには／ネットワークに接続するには
上達テクニック編－P125
索引－P126
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パソコンを操作するためには、マウス（ノートパソコンの場合はタッチパッド）を使用します。
マルチタッチ対応やタブレット型のパソコンでは、タッチ操作も理解しておきましょう。

パソコンの基本操作

ポインターを移動する

マウスを右に（タッチパッドの場合は右の人さし指を右に
こするように）移動します。 ポインター（画面上の矢印）が右に動く

マウスの使い方 タッチパッドの使い方

左ボタンは
人さし指で
押します。

手首を机に付け、
手首の先だけを
軽く振るように
動かします。 人指し指を軽くこするように動かします。

右の人さし指をこの
あたりに乗せます。

右ボタンは
右の親指で
押します。

左ボタンは
左の親指で
押します。

クリックする

左ボタンをカチッと1回押します。

❶ここを
クリック
すると

マウスとタッチパッドの操作

右ボタンは中指
で押します。

❷リボンが
表示される
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ダブルクリックする

左ボタンをカチカチッと2回押します。

❶「PC」の「ピクチャ」フォルダーをダブル
クリックすると

ドラッグ＆ドロップする

「ドラッグ」するには、
左ボタンを押したま
ま、マウスを右に（タッ
チパッドの場合は人さ
し指を右にこするよう
に）移動します。

「ドロップ」するには、
ポインターが目的地に
着いたら左ボタンをは
なします。

❶このフォルダーを ❷ドラッグして右に移動しているところ ❸目的地でドロップすると移動完了

❹この一連の操作をドラッグ＆ドロップと言う

❷フォルダーが開く
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主にチャームやアプリバーを表示
する操作は、1本または複数の指
で画面をタッチし、同じ方向に少
しだけ動かします。

画面の右端からスワイプす
ると、チャームを表示するこ
とができます。

画面の上端、または下端からスワ
イプすると、アプリバーを表示す
ることができます。

スワイプする

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。

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。

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。

回転する ピンチする 拡大する

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。

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。

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。

タップする 長押しする スライドする

指でのタッチ操作
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8.1

Chapter 1

Chapter 1

［Windows 8.1の基本］
Windows 8.1の基本を理解する　P010

文字を入力する　P014

アプリの起動と切り替え　P018
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Chapter 1

アプリや情報が表示される
Windows 8から採用されたインターフェイスでは、従来のアイコン表示を廃止し、「タイル」表示を導入しています。また、
アプリを起動しなくても情報を確認できる「ライブタイル」方式は、特徴の一つです。

［スタート］画面を見てみよう ････････････････････････････････････････［各部の名称］

Windows 8.1
の基本

Chapter 1

Windows 8.1の［スタート］画面は、アプリケーションのタイルが並び、設定などは右端から
出る「チャーム」で行います。まずは基本操作を確認しましょう。

Windows 8.1の基本を理解する

P O I N T !

デスクトップ画面への切り替え
Windows 8.1の［スタート］画面の［デスクトップ］タイルをクリッ
クすると、右図のようなデスクトップ画面に切り替わります❶。ご
み箱のアイコンだけが表示されています❷。［スタート］画面が表示
されている状態で （Windowsロゴ）キーを押してもデスクトップ
画面に切り替わります。また、デスクトップ画面で （Windows
ロゴ）キーを押すと［スタート］画面に切り替わります。ただし、他
のアプリが起動している場合はそちらに切り替わることもあります。

❶

❷

タイル ユーザー名

ライブタイル

ここをクリックすると、デスクトップ画面が出ます（下記POINT参照）。
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Windows 8.1

P O I N T !

チャームの役割
チャームには、［検索］、［共有］、［スタート］、［デバイス］、［設定］の5
種類があります。それぞれのチャームの役割は右の表のとおりです。
チャームは［スタート］画面だけではなく、デスクトップ画面でも、
同じ操作で表示できます。

［スタート］画面の右上角をポイントする
チャームを表示してみましょう。［スタート］画面の右上
角をポイントします❶。

1

目的のチャームをクリックする
ここでは［設定］チャームを表示してみましょう。［設定］
をクリックします❸。

3

チャームの一覧が表示された!
画面右側にチャームの一覧が表示されます❷。2

［設定］チャームが表示された
［設定］チャームが表示されました❹。チャームを閉じ
る場合は、［スタート］画面のタイルのないところをク
リックします❺。

4

チャームを表示してみよう ･･････････････････････････････････････････････････［チャーム］

❶ここをポイント ❷チャームの一覧が表示される

❸ここをクリック ❹［設定］チャームが表示された

❺ここをクリックすると、チャームが閉じる

チャーム 用途

検索 アプリ、設定、ファイル、Webなどの検索ができます。

共有 選択した内容をメールで送信する場合などに選択します。

スタート アプリ起動中に、［スタート］画面に戻りたい場合に選択
します。

デバイス プリンターやセカンドスクリーンなどの接続デバイスに
つなげて操作する場合に選択します。

設定 PC端末の各種設定を行う際に利用します。
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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）
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戸惑う操作もし
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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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