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本書のご利用にあたっては次の点にご注意ください。

・本書の内容は、2013年11月現在のものです。インターネットのサービスは頻繁に変わります
ので、実際に試されると書籍と手順が異なったり、サービスそのものが終了していることがあり
ます。
・本書は、W

ウ ィ ン ド ウ ズ

indows 8.1 P
プ ロ

ro搭載のパソコンでの一般的な操作解説を行っています。タッチパ
ネル操作式のWindows 8.1パソコンでの動作については、基本レベルの操作解説にとどめ
ています。機種によっては画面が大きく異なることがあります。
・書籍発刊後にリリースされる機種での操作や、新しく刷新された「Windows 8.1」をインス
トールしたりすることで内容が大きく異なることがあります。
  以上の点を御承知いただいたうえでご活用ください。



パソコンはいまや生活の必需品！

　インターネットとメールはもはや生活の必需品になり、これらのない
生活は考えられなくなりました。また、iPhone・スマートフォン、デ
ジタルカメラなど、デジタル機器の利用者も増える一方です。ワープロ
ソフトや表計算ソフトを使うだけでなく、こうしたインターネットやマ
ルチメディアを楽しむための機器として、パソコンもまた生活の必需品
になっています。

　本書は、パソコンに触れるのは初めてというような初心者の方々のた
めに作られた入門書です。大きな字と大きな画面を使い、分かりやすく
解説することを心がけているので、パソコンは難しそうだ、パソコンは
こわい、と敬遠している人にこそ、ぜひ手にとっていただきたい本です。

　マイクロソフト社のOS（基本ソフト）ウィンドウズ 8.1では、マウ
スやキーボードだけでなく、タッチパネル搭載パソコンなら画面に直接
触れて操作することができます。ウィンドウズ 8より搭載された「スタ
ート画面」により、これまでのパソコンより初心者にはずっと操作が分
かりやすいのが特徴です。

　本書ではこのウィンドウズ 8.1の操作を紹介していきます。マウスや
キーボードの使い方といった初歩の初歩から、パソコンで文書を作成し
たり、インターネットでホームページを見たり、親しい人とメールでコ
ミュニケーションを楽しんだり、あるいはデジタルカメラで撮影した写
真をパソコンで印刷したりといったことが、ごく自然にできるように工
夫されています。この本で学んだことは、ほかのOSを使うときにもき
っと役立つでしょう。

　最初は誰もが初心者です。少しぐらい間違ってもこわがらず、どんど
ん触って動かして、パソコンに慣れていきましょう。そうしていくうち
に、パソコンの面白さが分かってくるはずです。

◆はじめに◆
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ウィンドウズ    を
はじめよう

パソコンは、電源スイッチを入れてから使えるようになるまで
しばらく待たされたり、切るときは電源スイッチは使わないなど、

他の家電機器と使い方の勝手が違っています。
この章では、パソコンの始め方、終わらせ方、タッチ操作やマウスの使い方から、

スタート画面のしくみまでを紹介します。

8.1



ウィンドウズ8.1では、ウィンドウズ8にない「スタートボタン」があります。ここを
左クリックすると、「スタート画面」
と起動中のアプリの間を行き来し
ます。また、マウスの右ボタンでこ
のボタンをクリックすると、電源を
切る「シャットダウン」などの操作
ができます（ウィンドウズ7パソコ
ンのようなスタート メニューは表
示されません）。

スタートボタン

12

01
Lesson ウィンドウズ8.1の
注目機能！
ウィンドウズエイト（Windows 8.1）の操作画面は、ウィンドウズ 7や
XPから大きく変化しました。これまでのウィンドウズに慣れていると、最
初は戸惑うかもしれません。しかし便利な機能も増え、慣れてくると分か
りやすくパソコンを使うのが一段と楽しくなります。

大きな特徴が「スタート」画面です。タイルと呼ばれる大きなアイコンが並んでいて、
これを左クリックするとアプリ（ソフト）が起動します。このタイルの中には、ニュー

スや天気予報などの最新情報を自
動的に表示してくれるものありま
す。これまでのウィンドウズでおな
じみのデスクトップも、ここから呼
び出します。ウィンドウズボタンや
Windowsキーを押すと、いつでも
このスタート画面に戻れます。困っ
たらここに戻りましょう。

ウィンドウズ 8.1の新しい機能

ウィンドウズ 8.1の注目機能「スタート画面」

スタート画面

スタートボタン

デスクトップ画面
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第

章タッチ操作

チャーム

ウィンドウズ8.1は、画面に指で触
れて操作するタッチ操作で使いや
すいように作られています。スマー
トフォンやタブレットでタッチ操
作に慣れている人には使いやすい
でしょう。ただし、タッチ操作に対
応したパソコンに限ります。

どの画面でも、右端に「チャーム」と
呼ばれるツール バーを表示できま
す。チャームにはスタートボタンや
検索ボタン、設定ボタンなどがあ
り、ここからいつでもスタート画面
に戻ったり、検索画面や設定画面を
呼び出せます。

ウィンドウズ8.1では、ソフトのこ
とを「アプリ」と呼んでいます。アプ
リには、タッチ操作で使いやすいよ
うに操作画面を画面いっぱいに表
示して使う「Windowsストアアプ
リ」と、これまでのソフトと同じ「デ
スクトップアプリ」の2種類があり
ます。画面を分割して同時に表示さ
せることもできます。

アプリアプリ

デスクトップ画面

タップ

タップ
（タッチ操作に対応
したパソコンのみ）

チャーム
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01
Lesson

ウィンドウズ8.1の注目機能！

ストアとS
ス カ イ ド ラ イ ブ

kyDrive

ウィンドウズ8.1からは、インターネット上からアプリ（ソフト）を入手するためのす
「ストア」が組み込まれています。写真や音楽などを扱うアプリ、ゲームアプリ、ニュー
スや天気がわかるアプリなど、多数のアプリが入手できます。何かアプリが欲しく
なったら、「ストア」アプリを左クリックして覗いてみましょう。

ウィンドウズ8や8.1はマイク
ロソフトのクラウドサービス
「SkyDrive」を利用します。クラウド
と言っても難しく考える必要はな
く、インターネット上にファイルを
保存できる場所と考えておけば十
分です。利用するにはインターネッ
トへの接続と、無料で登録できるマ
イクロソフト IDと呼ばれる IDが必
要になります（Lesson 08参照）。

メトロUI？　新しいWindows UI？

スタート画面や全画面表示で使うアプリはウィンドウズ8で新たに登場したもので、
これまでのウィンドウズにはありませんでした。分かりやすくタッチ操作がやりやす
い操作画面が特徴です。これらのユーザーインターフェース（UI：操作画面のしくみ
のこと）には最初「メトロ」と呼ばれていましたが、最近では「新しいWindows UI」や
ウィンドウズUIと呼ばれていて、以前からあるウィンドウズの画面は、デスクトップ
UIと呼ばれます。ウィンドウズ8や8.1は、この新しいWindows UIとデスクトップ
UIを切り替えて使えるのが特徴です。

！参 考
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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）

Windows
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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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