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1.  パソコンの基礎  
◆パソコンでよく使う主なソフト名◆ 

・	 文書作成	 ワードMicrosoftWord 

 

 

 

 

・	 デ ー タ 管
理・表計算エクセル

MicrosoftExcel 

 

 

 

 

・	 ホームページ閲覧ソフト「インターネット・エクスプローラー」InternetExplorer 

 

 

 

 

・	 電子メール	 WindowsLiveメール 
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◆パソコンでできること◆ 
ゲームをする・年賀状などハガキの作成・データの管理・案内状の作成 
グラフの作成・ポスターの作成・表計算・名刺やラベルを作成 
家計簿をつける・カレンダーを作成・住所録の作成・ホームページを閲覧する 
アートなイラストを描く・デジカメで写真を撮って印刷・教育ソフトで英語の勉強 
プレゼンテーションの作成・電子メールを送受信する・音楽を聴く 
音楽 CDの作成・テレビ録画し DVDに保存する・パソコンでテレビ電話 
画像の編集加工・パソコンからの映像を携帯やパソコンで受信・音楽の編集加工 
テレビを見る・ホームページ作成・スケジュール管理 
 

◆インターネットを利用してできること◆ 

 
 
 

インターネットが得意なのは？ 
必要な情報を入手するのが、インターネットの一番の得意とするところです。日本一低

い山はどこか・JR で行く札幌までの経路と値段・パリの天気などを調べる・冠婚葬祭
でのマナー・地図で位置検索など、さまざまな情報を得ることができます。 
・	 チケットやホテルの予約 
・	 ショッピング 
・	 音楽をダウンロード 
・	 英語を日本語に翻訳 
・	 ゲームでインターネット対戦 
・	 自分の日記をブログで公開 
・	 オークションに参加 
・	 デジカメで撮った写真をインターネット上で管理 
・	 本を探して購入 
・	 地図の利用 

など、インターネットでできることは、ここには書ききれないほど多岐にわたります。 
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～パソコンの各名称～ 
徐々に名称を覚えていきましょう 

◆デスクトップ型パソコン 
本体・ディスプレイ・キーボード・マウスが別々になっている

ものを、デスクトップ型と呼ぶ 
 
 
 
 
 

◆ノート型パソコン 
本体・ディスプレイ・キーボード・マウスを一体にした、持ち運 
びのできる便利なものを、ノート型と呼ぶ 
キーボード手前にある四角いところ（タッチパッド）が、マウス 
の代わり 
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◆ハードウェア（単にハード） 
パソコン本体やキーボード、マウスなど手で触られるもの、 
目に見えるものすべて 

・	 本体 

・	 ディスプレイ 
・	 キーボード 
・	 マウス 
・	 プリンタ 
・	 スキャナー	 ＜画像を読み取って、デジタルデータに変換する機器＞ 

	 	 	 など	 ※本体以外を「周辺機器」と呼ぶ 
 

◆ソフトウェア（単にソフト） 
『目に見えるものではなく、パソコンで何かを行うときに、必要なソフトウェア 
＜プログラム＞のこと』 
	 OS＜基本ソフト＞Windows 
	 個別のソフト	 	 ＜アプリケーションソフト＞ 

・	 ワード 
・	 エクセル 
・	 インターネット・エクスプローラー 
・	 アウトルック 
・	 ゲーム（マージャン・将棋など）ソフト 
・	 年賀状作成ソフト（筆まめ・筆自慢・筆ぐるめ・筆王）など 

 
～ポイント！～ 
『パソコンでできることは、必ずそれができるような、個別の＜アプリケーション＞ソフ

トを起動させて行なう』 
 
OSって、Windowsって、アプリケーションって、何？ 
 
OS＜オーエス＞とは？・・・『コンピュータシステム全体を管理しアプリケーションソ
フトを操作する基本となるソフトウェアで、OSがないパソコンは動かない』 
 

◆Windows＜ウィンドウズ＞とは？・・・『OSの種類の一つ』 
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古いものから 

・	 Windows 98 
・	 Windows Me（エムイー） 
・	 Windows 2000 
・	 Windows XP（エクスピー） 
・	 Windows Vista（ビスタ） 
・	 Windows 7（セブン）	 2009年 10月発売 
・	 Windows 8 / 8.1 
・	 Windows 10	 などのバージョンがある 

 
 
◆アプリケーションソフト◆ 
『個別のソフト』 
近スマホなどでアプリを呼ぶソフトはこの言葉を略し

たもので、例えば、ワードやエクセルもアプリケーション

ソフトの一つです。 
 
パソコンの各役割のつながりとは？ 
『パソコンに指令を出しているのは、あなた』 

1. 指令をパソコンに伝える手段がマウスやキーボード 
2. 指令を受けて実際に計算を行い、データを記憶するのが本体 
3. 計算の結果を受けて指令どおりに動作するのが、本体に組み込まれている OS 
（Windows基本ソフト）や アプリケーションソフト 

4. その結果を表すのがディスプレイ画面表示や印刷 
 

～パソコンの操作～ 

パソコンの起動 

『電源ボタンを押す』 
※しっかり 1、2秒押す 
 
どのメーカーのパソコンも、このマークの付いたボタンが電源ボタンとなります。しばら

くすると 初のデスクトップ画面が表示されます。ノート型にはスライドさせる電源スイ

ッチなどもあります。 
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～パソコンの終了～ 

『決まった手順で終了』 
 
◆Windows 8 
	 1.	 右上の「電源ボタン」をクリック 
	 2.	 「シャットダウン」をクリック 
＜自動で電源が切れます＞ 
 
 
 
 
◆Windows 7 
	 1.	 「スタートボタン」をクリック 
	 2.	 右にある三角ボタンをクリック 
	 3.	 「シャットダウン」をクリック 
＜自動で電源が切れます＞ 
 
 
◆Windows Vista 
	 1.	 「スタートボタン」をクリック 
	 2.	 右にある三角ボタンをクリック 
	 3.	 表示された一覧の「シャットダ 
	 	 	 ウン」をクリック 
＜自動で電源が切れます＞ 
 
 
◆Windows XP 
	 1.	 「スタートボタン」をクリック 
	 2.	 「終了オプション」をクリッ
ク 

＜終了画面がデスクトップ画面 
中央に表示されます＞ 

	 3.	 「電源を切る」をクリック 
＜自動で電源が切れます＞ 
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～パソコン画面に表示されるもの～ 

 
①	 アイコン  

絵文字 

②	 デスクトップ  

Windows7 以前：パソコ

ン 

を起動したら 初に出て 

くる画面 

Windows8以降：スタート 

ボタンでデスクトップ画

面とスタート画面を切り

替える 

③	 マウスポインタ  

マウスの位置を示すマーク 

④	 MS-IME ツール＜言語＞バー  

言語バー：日本語入力切り替えボタンの集まり 

⑤	 スタートボタン  

アプリケーション＜個別の＞ソフトの起動やパソコンの終了のときに利用するボタン 

Windows8.1ではデスクトップ画面とスタート画面の切り替えボタン 

⑥	 タスクバー  

デスクトップ画面に表示される画面の一番下にある長い棒のこと 

起動中にアプリケーション名やウィンドウ名が表示 

＜タスクとは、「お仕事」という意味＞ 
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～マウスの操作～  
『マウス操作は、パソコン操作の基本』 
これがうまくできないと、パソコンで何もすることができません。マウスによって、パソ

コンに指示を伝えます、的確に伝えられるようにしましょう。 
◆基本の握り方◆ 
『力を入れすぎず抜きすぎず』 
右手の場合、人差し指を左ボタン、中指を右のボタンの上に乗せ、 
残りの指でマウス全体を握る 
 
クリック（左ボタン） 
『ただの「クリック」と言われたら左ボタン	 を一回押す』 
スタートメニューのボタンやタイルは、クリックだけでソフトが起動 
 
右クリック（右ボタン） 
『右クリックのときは「右クリック」と必ず右という言葉が付く』 
右クリックすると右クリックメニュー＜一覧＞が表示 
 
ダブルクリック 
『左のボタンをすばやく 2回押 す』 
ファイルやアイコンを起動す るとき、フォルダ（フ

ァイルの入れ物）を開くときに ダブルクリック  
＊ダブルクリックのコツ＊ 

ダブルクリックは「カチッカチッ」と口で言いながら練

習 
 
ドラッグ 
『左ボタンを押したままマウスをずるずると引きずり、

任意のところで指を放す』 
『ドラッグする範囲を行き過ぎたら？』  
範囲選択するときにドラッグ範囲を行き過ぎたら、指を放さずに任

意の位置までバックオーライと戻りましょう。 
 
まん中のボタン 
『画面を上下（スクロール）に移動させる』 
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～キーボードの操作～ 

キーボードで文字入力をしていると、普段使用していないキーがちらほら…、「よくよく考えてみたらこのキー

を押したことがない」なんてことありませんか？Windows の一般的なキーボードを例に各キーの名称と役割

から見てみましょう。 

 

 

Esc キー(エスケープキー) 

主にキャンセルを行いたい場合に押します。(中止、中断、いいえ、終了、キャンセルなど) 

例：ファイルのコピーをキャンセルします。 

半角／全角キー 

文字入力の切り替えができます。 
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Tab キー(タブキー) 

文章を読みやすくするために(左の)空きを合わせる際に押します。 

 

Caps Lock キー(キャップスロックキー) 

キーを押すことで設定された機能の有効・無効を入れ替えることができます。有効時には、入           

力されるアルファベットを小文字から大文字に変える機能があります。 

 

Shift キー(シフトキー) 

他のキーと同時に押すことでショートカットごとに用意された機能が利用できます。 

例：Shitf キーを押しながら A キーを押すと「A」が、Shift キーを押さない場合は「a」が入力で

きます。 

 

Ctrl キー(コントロールキー) 

他のキーと同時に押すことで設定された機能が利用できます。 

例：Ctrl キーを押しながら C キーを押すと選択した範囲がコピーできます。 

 

～一般的な機能～ 

F1 キー 

主に利用中のソフトでヘルプを呼び出す設定。(アプリケーション) 

F2 キー 

フォルダーやファイルの名称を変更(フォルダーやファイル) 

F3 キー 

パソコン内のフォルダーやファイルの検索(フォルダーやファイル) 
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F4 キー 

アドレスバーの展開(フォルダーやファイルやブラウザー) 

 

F5 キー 

ページの更新(ブラウザー) 

 

F6 キー 

入力している文字を全角ひらがなに変換また項目の切り替え(文字入力時) 

 

F7 キー 

入力している文字を全角カタカナに変換(文字入力時) 

 

F8 キー 

入力している文字を半角カタカナに変換(文字入力時) 

 

F9 キー 

入力している文字を全角英数字に変換(文字入力時) 

 

F10 キー 

入力している文字を半角英数字に変換(文字入力時) 

 

F11 キー 

全画面表示(フォルダーやファイルやブラウザー) 

 

F12 キー 

ソフトにより使用が異なる。 
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BackSpace キー(バックスペースキー) 

入力位置が点滅している直前の文字を消すことができます。 

 

Enter キー(エンターキー) 

文字入力時において改行、各種設定時やソフト使用時において「決定」「実行」などの役割をもち

ます。 

 

Shift キー(シフトキー) 

他のキーと同時に押すことでショートカットごとに用意された機能が利用できます。 

例：Shitf キーを押しながら A キーを押すと「A」が、Shift キーを押さない場合は「a」が入力できます。 
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Windows ロゴキー(ウィンドウズロゴキー) 

Windows において、スタートメニューを表示することができます。 

 

Alt キー(オルトキー) 

他のキーと同時に押すことで設定された機能が利用できます。 

※設定された機能はソフトの種類によってことなります。  

例：Ctrl キーと Alt キーと Delete キーを同時に押すことで強制終了をすることができます。 

 

無変換キー 

日本語入力時に入力している文字の変換ができます。 

例：ひらがなで入力した文字をカタカナに変換。 

 

スペースキー 

主に空白を入力、または文字の漢字変換の際に使用します。 

 

前候補変換キー 

文字変換の確定後、誤字に気付いたとき、前候補変換キーを使用すると再変更をすることができま     

す。スペースキーでは、空白が入力されます。 

 

カタカタ／ひらがなキー 

Alt キーと同時に押すことにより、文字の入力方式を切り替えることができます。 

 

Ctrl キー(コントロールキー) 

他のキーと同時に押すことで設定された機能が利用できます. 

※ショートカットはソフトの種類によってことなります。 

例：Ctrl キーを押しながら C キーを押すと選択した範囲がコピーできます。 

 

カーソルキー 

文字入力時などにおいて上下左右へ入力位置を移動させることができます。 
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テンキー 

数字や数式を入力することができます。 

 

Num Lock キー(ナムロックキー) 

キーを押すたびにテンキーの ON/OFF を切り替えることができます。ON 時はテンキーを数字入力       

として使用することができるため、基本的には初期設定で ON の状態になっています。 

 

 

Print Screen キー(プリントスクリーンキー) 

モニタに表示されている画面をコピーします。 

例：Print Screen キーを押してからペイント(ソフト)上に貼り付けるとモニタに映していた画面を画 

として保存できます。 
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Scrol lLock キー(スクロールロックキー) 

キーを押すたびに ON/OFF を切り替えることができます。ON 時はカーソルキーで画面をスクロー       

ルすることができます。 

 

Pause/Break キー(ポーズ／ブレイクキー) 

ソフトやプログラムの実行を中断することができます。 

 

Home キー(ホームキー) 

例えば、テキスト入力時(テキストソフト)に押すと行の先頭へ移動します。 

 

End キー(エンドキー) 

例えば、テキスト入力時(テキストソフト)に押すと行の末尾へ移動します。 

 

Delete キー(デリートキー) 

入力位置が点滅している直後の文字を消すことができます。 

 

insert キー(インサートキー) 

「挿入モード」と、カーソル位置にある文字を書き換えて文字を入力する「上書きモード」を切り替え

ることができます。 

 

PageUp キー(ページアップキー) 

例えば、テキスト入力時(テキストソフト)に押すとページをスクロール(上方向)することができます。 

 

PageDown キー(ページダウンキー) 

例えば、テキスト入力時(テキストソフト)に押すとページをスクロール(下方向)することができます。 
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～キーボードのショートカットキー一覧

～	 

キー操作	 目的	 

Ctrl	 +	 A	 すべて選択	 

Ctrl	 +	 C	 コピー	 

Ctrl	 +	 V	 貼り付け	 

Ctrl	 +	 X	 切り取り	 

Ctrl	 +	 Z	 元に戻す	 

Ctrl	 +	 F	 検索	 

Ctrl	 +	 P	 印刷	 

Ctrl	 +	 W	 ウィンドウを閉じる	 

Ctrl	 +	 N	 新規ウィンドウの表示	 

Tab	 ダイアログで次のオプションに移動	 

Delete	 削除	 

Shift	 +	 Delete	 ごみ箱に入れずに完全削除	 

Enter	 ダイアログのオプションまたはボタンのコマンドを実行	 

Esc	 現在のタスクをキャンセル	 

PrintScreen	 画面全体のスクリーンショット	 

Alt	 +	 PrintScreen	 アクティブウィンドウのスクリーンショット	 

Ctrl	 +	 Alt	 +	 Delete	 Windows のセキュリティ表示（タスクの強制終了（Win98/Me））	 

Windows ロゴ	 スタートメニューの表示と非表示	 

Windows ロゴ	 +	 F1	 Windows ヘルプを表示	 

Windows ロゴ	 +	 F	 ファイルまたはフォルダーを検索	 

Windows ロゴ	 +	 E	 マイコンピュータを表示	 
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Windows ロゴ	 +	 D	 全ウィンドウ 小化	 （再度押すとデスクトップに表示）	 

 

キー操作	 目的	 

Ctrl	 +	 I	 お気に入りバーの表示	 

Ctrl	 +	 H	 履歴バーの表示	 

Ctrl	 +	 E	 検索バーの表示	 

	 

キー操作	 目的	 

Alt	 +	 ←	 後ろのページに戻る	 

Alt	 +	 →	 前のページに進む	 

Alt	 +	 F	 ファイルメニューを開く	 

Alt	 +	 Tab	 開いている項目の切り替え	 

Ctrl	 +	 F5	 スーパーリロード	 

 

キー操作	 目的	 

Space	 入力文字変換	 

Ctrl	 ＋	 BackSpace	 入力直後に再変換	 

Shift	 +	 数字	 記号	 

Shift	 +	 文字	 大文字	 

 

キー操作	 目的	 
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びっくり・はてな	 ！	 ・	 ？	 

あんど・から	 ＆∩	 ・	 ～	 

えん	 ￥	 

かける・わる	 ×	 ・	 ÷	 

かっこ	 【】『』《》“”「」〈〉｛｝［］（）≪≫｢｣{}[]<>()＜＞‘’〔〕	 

ずけい	 ★○▼▽▲△■□◆◇◎●☆	 

やじるし	 →↓←↑	 

ゆうびんばんごう	 〒	 

 

Ａａ..ローマ字入力	 

あ	 い	 う	 え	 お	 

Ａ	 Ｉ	 Ｕ	 Ｅ	 Ｏ	 

か	 き	 く	 け	 こ	 

ＫＡ	 ＫＩ	 ＫＵ	 ＫＥ	 ＫＯ	 

さ	 し	 す	 せ	 そ	 

ＳＡ	 ＳＩ	 ＳＵ	 ＳＥ	 ＳＯ	 

た	 ち	 つ	 て	 と	 

ＴＡ	 ＴＩ	 ＴＵ	 ＴＥ	 ＴＯ	 

な	 に	 ぬ	 ね	 の	 

ＮＡ	 ＮI	 ＮＵ	 ＮＥ	 ＮＯ	 

は	 ひ	 ふ	 へ	 ほ	 

ＨＡ	 ＨI	 ＨＵ	 ＨＥ	 ＨＯ	 

ま	 み	 む	 め	 も	 

ＭＡ	 ＭＩ	 ＭＵ	 ＭＥ	 ＭＯ	 

や	 
	 

ゆ	 
	 

よ	 

ＹＡ	 
	 

ＹＵ	 
	 

ＹＯ	 
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ら	 り	 る	 れ	 ろ	 

ＲＡ	 ＲＩ	 ＲＵ	 ＲＥ	 ＲＯ	 

わ	 	 を	 	 ん	 

ＷＡ	 	 ＷＯ	 	 ＮＮ	 

	 	 	 	 	 

が	 ぎ	 ぐ	 げ	 ご	 

ＧＡ	 ＧＩ	 ＧＵ	 ＧＥ	 ＧＯ	 

ざ	 じ	 ず	 ぜ	 ぞ	 

ＺＡ	 ＺI	 ＺＵ	 ＺＥ	 ＺＯ	 

だ	 ぢ	 づ	 で	 ど	 

ＤＡ	 ＤI	 ＤＵ	 ＤＥ	 ＤＯ	 

ば	 び	 ぶ	 べ	 ぼ	 

ＢＡ	 ＢI	 ＢＵ	 ＢＥ	 ＢＯ	 

ぱ	 ぴ	 ぷ	 ぺ	 ぽ	 

ＰＡ	 ＰＩ	 ＰＵ	 ＰＥ	 ＰＯ	 

 

 

ぁ	 ぃ	 ぅ	 ぇ	 ぉ	 

ＬＡ，ＸＡ	 ＬＩ，ＸＩ	 ＬＵ，ＸＵ	 ＬＥ，ＸＥ	 ＬＯ，ＸＯ	 

っ	 	 	 ゃ	 ゅ	 ょ	 

ＬＴＵ，ＸＴＵ	 	 	 ＬＹＡ，ＸＹＡ	 ＬＹＵ，ＸＹＵ	 ＬＹＯ，ＸＹＯ	 

きゃ	 きぃ	 きゅ	 きぇ	 きょ	 

ＫＹＡ	 ＫＹＩ	 ＫＹＵ	 ＫＹＥ	 ＫＹＯ	 

ぎゃ	 ぎぃ	 ぎゅ	 ぎぇ	 ぎょ	 

ＧＹＡ	 ＧＹＩ	 ＧＹＵ	 ＧＹＥ	 ＧＹＯ	 

しゃ	 しぃ	 しゅ	 しぇ	 しょ	 
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ＳＹＡ，ＳＨＡ	 ＳＹＩ	 ＳＹＵ，ＳＨＵ	 ＳＹＥ，ＳＨＥ	 ＳＹＯ，ＳＨＯ	 

じゃ	 じぃ	 じゅ	 じぇ	 じょ	 

ＪＡ(ＪＹＡ)，	 

ＺＹＡ	 
ＪＹＩ，ＺＹＩ	 

ＪＵ(ＪＹＵ)，	 

ＺＹＵ	 

ＪＥ(ＪＹＥ)，	 

ＺＹＥ	 

ＪＯ(ＪＹＯ)，	 

ＺＹＯ	 

ちゃ	 ちぃ	 ちゅ	 ちぇ	 ちょ	 

ＴＹＡ，ＣＹＡ，	 

ＣＨＡ	 
ＴＹＩ，ＣＹＩ	 

ＴＹＵ，ＣＹＵ，	 

ＣＨＵ	 

ＴＹＥ，ＣＹＥ，	 

ＣＨＥ	 

ＴＹＯ，ＣＹＯ，	 

ＣＨＯ	 

ぢゃ	 ぢぃ	 ぢゅ	 ぢぇ	 ぢょ	 

ＤＹＡ	 ＤＹＩ	 ＤＹＵ	 ＤＹＥ	 ＤＹＯ	 

てゃ	 てぃ	 てゅ	 てぇ	 てょ	 

ＴＨＡ	 ＴＨＩ	 ＴＨＵ	 ＴＨＥ	 ＴＨＯ	 

でゃ	 でぃ	 でゅ	 でぇ	 でょ	 

ＤＨＡ	 ＤＨＩ	 ＤＨＵ	 ＤＨＥ	 ＤＨＯ	 

にゃ	 にぃ	 にゅ	 にぇ	 にょ	 

ＮＹＡ	 ＮＹＩ	 ＮＹＵ	 ＮＹＥ	 ＮＹＯ	 

ひゃ	 ひぃ	 ひゅ	 ひぇ	 ひょ	 

ＨＹＡ	 ＨＹＩ	 ＨＹＵ	 ＨＹＥ	 ＨＹＯ	 

びゃ	 びぃ	 びゅ	 びぇ	 びょ	 

ＢＹＡ	 ＢＹＩ	 ＢＹＵ	 ＢＹＥ	 ＢＹＯ	 

ぴゃ	 ぴぃ	 ぴゅ	 ぴぇ	 ぴょ	 

ＰＹＡ	 ＰＹＩ	 ＰＹＵ	 ＰＹＥ	 ＰＹＯ	 

ふぁ	 ふぃ	 	 	 ふぇ	 ふぉ	 

ＦＡ	 ＦＩ	 	 	 ＦＥ	 ＦＯ	 

ふゃ	 ふぃ	 ふゅ	 ふぇ	 ふょ	 

ＦＹＡ	 ＦＹＩ	 ＦＹＵ	 ＦＹＥ	 ＦＹＯ	 
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みゃ	 みぃ	 みゅ	 みぇ	 みょ	 

ＭＹＡ	 ＭＹＩ	 ＭＹＵ	 ＭＹＥ	 ＭＹＯ	 

りゃ	 りぃ	 りゅ	 りぇ	 りょ	 

ＲＹＡ	 ＲＹＩ	 ＲＹＵ	 ＲＹＥ	 ＲＹＯ	 

 


