できる人 はコツを知っている！

特集

パソコン整理術

パソコン操作で困るのは
こんなとき！

見つからない！
ファイルがなくなった！
？

仕事のできる人は、実は「整理のコツ」を実行してパソコンを快適に操作しています。
デスクトップ、フォルダー＆ファイル、ウェブブラウザの整え方のコツをおぼえて、

スッ
キ
リ
快適

あなたも できる人 を目指してみませんか。

4 つ！！

ファイルが見つからない理由は、ズバリ
理由

理由

理由

理由

4

3

2

1

削除ミス

保存ミス

移動ミス

名づけミス

間違って捨てた

上書き保存した

別の場所に移動した

ファイル名を忘れた

具体的な名前をつけずにファイル

「上書き保存」
で以前のバージョン

ファイルをデスクトップに放置し

ファイル名をつけるルールを統一

を放置するのは危険。うっかり削

をうっかり消してしまったことは

ていると、あっという間にごちゃ

していますか。そのときの気分で

除、というミスにつながります。ま

ありませんか。とくに「ひな形」と

ごちゃした状態に。
でも、
気分次第

名前のつけ方を変えると、ファイ

た、フォルダーの整理を怠ると、大

して使っているファイルは大切。

で保存する場所を変えると、どこ

ルを探すときに苦労します。いち

切なファイルをフォルダーごと削

イチから作業するのは時間のロス

に保存したか忘れてしまうことが

いち開いてファイルを確認するの

除してしまう事故が発生します。

につながります。

あります。

は、時間のムダです。

たった

スピーディな操作で
作業時間を
大幅に短縮

ムダなファイルの
削減でパソコンが
軽快に動く

3 つのレッスンで「困った」を解消できます！
整理のコツをおぼえましょう！

整理のコツをつかめば
効率が上がりミスもなくなる

パソコンの操作でもっとも困る

の は﹁ フ ァ イ ル が 見 つ か ら な い ﹂

というケース︒理由はさまざまで

すが︑実はどれも整理のコツをつ

難しいワザやめんどうな手順は

かむだけで︑解決します︒

不要です︒﹁デスクトップ﹂﹁フォ

ルダー＆ファイル﹂﹁ウェブブラウ

ザ﹂を整理する３つのコツを理解

するだけで︑操作の効率がアップ

つい︑﹁整理はめんどう﹂と思っ

して︑ミスもなくなります︒

て︑あと回しにしがちですが︑散

らかしたままの状態で作業する

と︑時間をロスするだけ︒ちょっ

と整理しておけば︑探す手間が省

ま た︑ デ ス ク ト ッ プ の フ ォ ル

け︑時間の節約にもつながります︒

ダーやファイル︑アイコンなどが

片づいていれば︑気分もスッキリ︒

2017.4

パソコンの操作に集中しやすくな

7

るので︑思考力も自然に高まりま

イラスト：勝間田しげる

す︒﹁整理のコツ﹂をおぼえて︑ス

ウェブブラウザを使いやすくする

トレスゼロの操作環境を手に入れ

フォルダー＆ファイルを管理する

てみませんか︒

デスクトップをキレイにするルール

※今回の特集では、Oﬃce Home &Business2016を Windows10のパソコンにインストールして操作方法を解説しています。
本誌発行後に、機能や画面が変更された場合、記事通りの結果が得られなくなる可能性がありまます。あらかじめご了承ください。

2017.4

6

こんな使い方があったんだ!

パソコン&オフィス学び直し講座

複数のシートを
まとめて印刷する

ワザ

ワザ

3

2

仕事が速くなる
エクセル時短ワザ

表を縮小して
１ページに収める

印刷するときは、
通常、
今開いているシートのみ印刷されます。
複数のシートをまとめて印刷したい場合は、
あらかじめすべて
のシートを選んでおきます。

用紙の方向や余白を調整しても1ページに収まらない場合は、
縮小印刷をしましょう。縮小方法は3種類あり、目的に合わせ

複数のシートをまとめて印刷する

縮小して表全体を1ページに収める

パ ソコン ＆ オフィス 学び直し講座

て切り替えます。

第6回

絶対に失敗しない印刷ワザ

知っているのと知らないのでは、作業効率に差がつくエクセルの「時短ワザ」
を紹介。第6回目は、表をきれいに印刷するテクニックを解説します。

ワザ

「ページ設定」画面で余白をより細かく指定する
1 「設定」欄の余白を設定する「▼」ボタンをクリックし、
「ユーザー設定の余白」を選択

1 １枚目のシート見
出しをクリック

3 「ファイル」タブの「印刷」をクリック

ページの余白を
調整する

用紙から少しはみ出した程度なら、余白の調整で１ページに収
めることができます。余白の変更は、余白のパターンから選択

2 Ctrlキーを押しながら見
出しをクリックして、シ
ートをまとめて選択

1

できるほか、
「ページ設定」画面から細かく指定できます。

1 「ファイル」タブの「印刷」をクリック。印刷プ

余白を狭くして1ページに収める

レビューで、
「次ページ」ボタンをクリックして、
用紙から表がはみ出していること確認

2ページ目にはみ出してしまった表を1ページに収める

2 「ページ設定」画面の「余白」タブが表示する

「ファイル」
1 印刷したいファイルを開き、

4 「次ページ」ボタン

A

をクリックして、
複数のシートが印
刷対象になってい
ることを確認して
印刷する

2 「設定」欄の拡大／縮小を

拡 大 縮 小 の 使い分け

5 複数のシート選択を解除する場合は、選択していないシ
ート見出しをクリック。すべてのシートを選択している
場合は、任意のシート見出しをクリック

33
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2 「設定」欄の余白を設定する「▼」ボ

設定する「▼」ボタンを
クリッし、
「シートを1ペ
ージに印刷」を選択

3 表が縮小され、1ページに収まる

タンをクリックし、
「狭い」を選択

「OK」ボタンをクリック
3 上下左右の余白を調整し、

表を用 紙 の 中 央に配 置 する

表の大きさによって、
「シートを1ページに印刷」を設定
すると、表が小さくて見にくくなることがあります。上
記の手順 で、表が右にはみ出す場合は「すべての列

シート全体や選択した範囲を用
紙の中央に印刷するには、上記
の「ページ設定」画面の で

を 1 ページに印刷」
、下にはみ出す場合は「すべての行

「水平」
「垂直」をクリックして、

を1ページに印刷」を選びます。

解説に使用した表や書類をダウンロードできます。 http://0962.jp/is/

タブをクリックし、
「印刷」をクリック

印刷位置を指定します。

3 余白が狭くなり（印刷領域が広がり）、
表が１ページに収まる

2017.4

32

◆ Special

BIGLOBE 旅行

http://travel.biglobe.ne.jp/gw/

HEADLINE

今年のＧＷは最大９連休 !
楽しい旅行の決め手は
「BIGLOBE 旅行」で早めの予約

ゴ

新サービス、キャンペーンなど、BIGL OB E の最新情報をお伝えします。
あなたの生活に役立つ、便利でおトクな情報もありますので、お見逃しなく !

◆ Service

BIGLOBE 保証サービス

http://service.biglobe.ne.jp/internethosho/

ールデンウィークなんてまだまだ先の話、と思っている人はま
だまだ甘い！

楽しい旅行の決め手は早めの予約ですよ！

「BIGLOBE 旅行」では、毎年恒例の「ゴールデンウィーク旅行」を特集
中です。北海道や関東、京都など、おすすめエリア別に観光地情報や宿

家にあるパソコンやタブレット、ゲーム機の もしも に備える
「BIGLOBE インターネット端末保証サービス」がスタート

泊施設を編集部独自の視点で厳選ピックアップ。コスパのいい、満足で
きる宿泊プランがきっと探し出せます。また、ゴールデンウィークの日

パ

帰りツアープランや体験イベントも人気順に紹介。
「泊まりがけの旅行
に行く時間もお金もない」という人は、このお出かけプランを参考に連

ソコンにうっかり飲み物をこぼしてしまった。タブレット
を久しぶりに起動したら動かない。子どもがゲーム機を

落として画面が割れてしまった。落雷でルーターの電源が入ら

休の計画を立てるのもおすすめですよ。

なくなった……。そんな もしも のトラブルに備えて「BIGLOBE
インターネット端末保証サービス」を申し込んでおきましょう。
このサービスは、
「ビッグローブ光」や「
『BIGLOBE 光 au ひかり』
コース」
「『ひかり』コース with ドコモ光」などの対象サービスに
接続している端末をまとめて保証。故障したときに修理や交換
をしてくれます。保証はお申し込みの翌々月から始まり、修理の
宿泊施設ごとに旅行会社20
社のプランから探すことが
可能。自分に合ったよいプ
ランが見つかるはず！

依頼は電話をかけるだけ。あとは、修理依頼書などの書類と故障
した端末を送付すれば、修理完了品や交換機が手元に届きます。
メーカーや購入した家電量販店の保証期間が過ぎた端末も保
証するほか、買い替えたり買い足したりした端末も対象となりま
す。また、修理費用を最大４万円まで保証する点も特長です。毎
日使っている端末が故障すればとても不便を感じるもの。この

◆ Special

BIGLOBE 競馬

http://keiba.cplaza.ne.jp/

機会に もしも に備えておきましょう。

担当者のコメント

春のGⅠシーズン到来 !
「春競馬特集」で最新情報＆予想を
チェックして万馬券をゲット

フ

ァン待望の春競馬がいよいよスタート！

「BIGLOBE インターネット端末保証」は、ゲーム機も保証の対象となっ
ているのが特長です。小さいお子さんやお孫さんがいると、うっかり端
末を壊してしまうというトラブルも起こりがちですよね。そんなご家
庭にはぜひ「ゲーム機専用」の保証プランをおすすめします。

牝馬たちが「女王三

冠」を目指す「桜花賞」
（4月9日）、優勝すれば「古馬最高の栄誉」

端末によって選べる３つのプランと特長

の称号が与えられる「天皇賞」
（4月30日）など、競馬ファンなら目が離
使用している端末に応じて、
「パソコン・タブレットプラン」と「周辺機器

役立つ春競馬情報をトップページに一挙掲載。ひと目でわかる春の重

オプション」
、そして「ゲーム機プラン」の３つのプランを用意しています。

賞スケジュールや、前回の的中情報などを紹介し、人気データベース「競

ゲーム機は据え置き機、携帯ゲームのいずれもＯＫです。

馬 Compass」提供のレース予想もレース毎に更新予定。また「競馬道

各プランの月額利用料金と保証上限

OnLine」や「極ウマ・プレミアム」などの人気のコンテンツにも注目です。
まだチェックしていない人は、BIGLOBE ID で今すぐ登録を！

競馬 Compass 提供のレースデータはGⅠ毎に更新。ほかにも競馬好きが
楽しめるコンテンツが満載です ※画面はイメージです。

特長１

せないレースが目白押しです。
「BIGLOBE 競馬」では、あなたの予想に

年間約7,000頭が生産され
るサラブレッドの中から勝
ち抜いた、最上級の競走馬た
ちが熱き戦いを繰り広げる。

プラン名
パソコン・
タブレット
プラン

月額料金

500円

（税別）

保証上限金額（＊1）
パソコン

40,000円（税込）／台

タブレット 15,000円（税込）／台

特長２

特長３

保証台数

メーカー保証が
切れた端末でもOK

保証対象に
台数制限なし

最大4万円まで
修理費用を保証

2台／年

メーカーの保証や家電
量販店で加入した延長
保証の期間が過ぎてし
まった端末でも保証の
対象となります。購入し
てから何年も経過した
端末でも安心して使え
ます（ただし、保証の対
象とならないケースも
あります。くわしくはサ
イトでご確認ください）
。

サービスを申し込んだ
あとに、ネットにつなげ
る端末を買い替えたり、
買い足したりして台数
が増えても大丈夫。保証
対象の端末であれば、ひ
とつの契約でご家庭に
ある複数の端末をまと
めて保証します。大切な
端末が複数あっても安
心できます。

プランおよび端末の種
類に応じて、1万円〜4万
円まで修理費用を保証
します（左の表を参照）。
万が一、修理費が保証上
限金額を超えた場合は、
保証上限金額を超過し
た分の費用をご負担い
ただき修理するか、また
は同等品と交換するか
を選ぶことができます。

周辺機器
オプション
（＊2）

200円
（税別）

10,000円（税込）／台

2台／年

ゲーム機
プラン

200円
（税別）

20,000円（税込）／台

2台／年

＊
1：保証金額には診断料金も含まれます。 ＊2：「周辺機器オプション」は「パソコン・タブレットプ
ラン」のオプションのため、単独でお申し込みいただくことはできません。
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