
シニアのための
パソコン講座

主催：中川西地区センター

講師：つづき交流ステーション

平成28年5月17日（火）、5月31日（火）、6月14日（火）

6月28日（火）、7月５日（火）、7月19日（火）全6回
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スケジュール
1日目：講座の概要、簡単な自己紹介

Windowsの基礎（概要）Windows10のアップグレード
2日目：Windowsの基礎（ファイル管理・操作）
3日目：EXCEL（表計算）実習
4日目：EXCEL（表計算）実習
5日目：EXCEL（表計算）実習
6日目：EXCEL（表計算）、セキュリティ・ウィルス対策、質問等

使用するソフトウェア
・WindowsXp、7、8、8.1、10（OS）
・エクスプローラー
・EXCEL（バージョン2003以降）
・TeraPad（テキストエディタ）

TeraPadは配布しますので、パソコン
にインスツールして下さい



Windows 10へのアップグレード

• 無償アップグレード期間は2016年7月29日まで
• Windows 7は2020年1月14日には延長サポートが切れる
• 今までのOSに比べて、セキュリティ、安定性、動作速度何れも
優れている。

• Win8で不評だったスタート画面が改善されいる

3
起動速度比較（窓の杜より）



Windows10
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「スタートボタン」→「右クリック」で左図
のメニューが表示される

よく使う機能

・コントロールパネル

・エクスプローラ

・プログラムと機能

・ファイル名を指定して実行



Windows10
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（スタート画面）
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パソコンの中を覗いてみよう！

マイコンピューター、コンピューター、PC（エクスプローラ）を使用します
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ファイル・フォルダ操作
パソコンを使うということはファイル・フォルダを作成する。コピーする。移動する。
削除する。名前を付ける。名前を変更する。という事につきます。

ファイルを作成するにはアプリケーションソフトを使用します

例えば：Word、Excel、ペイントその他アプリ

アプリケーションソフトで作成したファイルを整理・管理するソフトがエク
スプローラ（コンピュータ、PC）です。
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ファイル・フォルダ操作
ファイルの整理

フォルダを作成する

「ファイル」→「新規作成」→
「フォルダ」→新しいフォルダー

と表示されるので必要な名前
に変える。

フォルダ構成はいろいろ考えられる
が、例として

Photo、Music、文書、dataなど

その下階層のフォルダを年月日で整
理するのも後で探し出すのが楽な方
法です。

例えば：20150519

（該当箇所で右クリックでも可）
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エクスプローラの使い方
ファイルのコピー、移動には2つのエクスプローラを起動しておくとやりやすい
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パソコン・ファイルの保存場所

PC ダウンロード

デスクトップ

ビデオ

ドキュメント

ミュージック

ローカルディスク c:¥

ピクチャー

ファイルをダウンロードした時ここに保存

デスクトップにおいたショートカット、ファイルを保存

Word文書等のファイルを保存

写真（jpg等）ファイルを保存

動画（mp4、avi等）ファイルを保存

音楽（mp3等）ファイルを保存

内蔵ハードディスク
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パソコン・ファイルの保存場所
Program Files(x86)C

Program Files

Windows

tool

フォルダ

temp

OS（windows8.1等）

32ビットアプリケーションソフト

Ｃドライブの内部

フォルダを作成することが出来ます。

64ビットアプリケーションソフト
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ファイルの拡張子を表示する方法

ここのチェックを外す

隠しファイルも表示させる
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アプリケーションと拡張子の関連付け



覚えておくと便利
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ショートカットキー
マウスの右クリック

ディスクトップの整理

使わないショートカットはフォルダに入れる アプリによって違う



EXCEL（エクセル）で出来ること
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表作成
計算（関数）
グラフ作成
文書作成
図形作成
データベース
プログラミング（VBA）

EXCEL2013

LibreOfficeのCalc



数式で計算（足す･引く･掛ける･割る）

Excelで用いる演算子

加法の「＋」と減法の「－」は同じですが、
乗法と除法が若干異なります。乗法は
「×」ではなく「＊（アスタリスク）」、減法は
「÷」ではなく「／（スラッシュ）」になります。

演算子は「半角」 を用いること

表計算の加減乗除の使い方

＋ ・・・Shiftキー 「＋ 」「れ」キー
－ ・・・「 -」ほ」キー
＊ ・・・「*」「け」キー
／ ・・・「/」 「め」キー
＝ ・・・Shiftキー「=」「ほ」キー
＾ ・・・「^」「へ」キー



数式で計算（足す･引く･掛ける･割る）
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数式で計算（足す･引く･掛ける･割る）
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数式で計算（足し算）
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数式で計算（足し算）
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数式で計算（足し算）
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数式で計算（足し算）
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数式で計算（引き算）
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数式で計算（掛け算）
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数式で計算（割り算）
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練習問題

練習問題
235+586+456+789+288=
5234+4489+396=
7821+556+231+451=

5478×8967×587=
785×7899＝

7896÷956=
732÷3=
698÷9856=
789÷26=

8978-789-489=
4568-4896=
3659-456-895-56=
8975-658-89=

（789-321）×561=
（569÷50）-45=

表計算の仕方（例）

表計算の練習をしてみよう！



練習問題

下記のように計算してみよう！



罫線の引き方

[セルの書式設定] ダイアログボックス

[スタイル] の一覧から選べ
ば、太い線や二重線、点線
が指定できる

表全体の場合

単一セルの場合



罫線の引き方
罫線を引いた画面



セルの書式設定

セルの表示形式を設定する セルの色を設定する



セルの書式設定

セルのフォント・スタイル・サイズを設定する。
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TeraPad（テキストエディタ）
テキストエディタ
TeraPad
軽快に動作するフリーのテキストエディター
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/terapad/



テキストエディタ

• ファイルには文字情報だけからなるテキストファイルと文字情報以外の情報を含
むバイナリファイルの 2 種類があります。

• テキストファイルが編集するエディタをテキストエディタと言います。

• Word等のように動作が重たくなく、軽い。

• テキストファイルは文字の情報しか含まないの単純です。（フォント、大きさ、色、
装飾等の情報を含まない）

• パソコンのOSが変わっても判読できるテキストです。
• Word、EXCEL文書等からコピーして、テキストエディタに貼り付けると文字属性
は除かれるので、別の用途に使うのに便利です。

• ネットで新規の会員登録するときなどID、パスワード、メールアドレスを入力しな
いといけないとき、まずエディタで作成しておいて、それを貼り付けて使う

• ネットで情報収集したとき、必要なURL、タイトル、本文の一部などをコピーしてエ
ディタに貼り付ける。（その後編集する）

• パソコンを使いこなすには必須のアプリです。
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セキュリティ対策

• WindowsUpdateを必ず自動更新にしておきましょう
• 狙われやすい、Adobe Reader,Flash Player、

JAVAは、常に最新版にしておこう

• セキュリティソフトで月１回は完全スキャンしよう
（時々はセーフモードでの完全スキャンも！）

• AppDataフォルダやWindows TEMPフォルダ、さら
にタスクスケジューラーを時々見ておこう

• ウィルス対策ソフトは必要ですあるが十分ではない



関連づけ（Terapad）
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「スタート」右クリック→「コントロールパネル」

「プログラム」をクリック



関連づけ（Terapad）
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「既定のプログラム」をクリック



関連づけ（Terapad）
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「ファイルの種類またはプロトコルのプログラムの
関連づけ」をクリック



関連づけ（Terapad）
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.txt テキスト文書を選択する

プログラムの変更をクリックする



関連づけ（Terapad）
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その他のアプリをクリック
このPCで別のアプリを探すをクリック



関連づけ（Terapad）

40C:¥Program Files (x86)¥TeraPad¥



関連づけ（Terapad）
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C:¥Program Files (x86)¥TeraPad¥TeraPad.exe



関連づけ（Terapad）
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Terapadに関連づけが出来たことを確認する



画面キャプチャー（Snipping Tool）
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画面キャプチャー（Snipping Tool）
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画面キャプチャー（Snipping Tool）
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画面キャプチャー（Snipping Tool）
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画面キャプチャー（Snipping Tool）
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Print Screen
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富士通のLifeBook AH/R4の場合


