
新年あけましておめでとうございます 
一昨年より新型コロナで皆様の生活も大きな変化を遂げたことと思います。 

大切な人に、会いたい時に会えない。そんな我慢もそろそろ限界なので

はないでしょうか。 

また、昨年末より「オミクロン株」の感染拡大がマスコミを通じて大き

く話題として取り上げられております。一体、いつになったらこのコロ

ナ騒動の出口が見えてくるのでしょうか。 

そんな中、最近皆さんも「SDGs（エス・ディー・ジーズ）」という言

葉を耳にすることはありませんか？これは「Sustainable development 

Goals（サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ）」の略で、

日本語では「持続可能な開発目標」という意味です。 

この SDGs は、2015 年 9 月の国連サミットで採択されたもので、

2016 年から 2030 年までの 15 年間で達成するべき 17 のゴー

ルが設定されています。 

これら 17 の目標には、さらに細分化された

169 ものターゲットが存在しています。 

その中で私たちパソコープは、教育に携わる

立場として「４．質の高い教育をみんなに」

に注目しております。 

パソコープに加盟している教室は、北は北海

道から南は沖縄まで全国に 100 以上ありま

す。どの教室も質の高い教育を提供していま

すが、今後は「SDGs」を意識して、子供向

けカリキュラムから生涯学習まで意識した、

より質の高い実践的であることが求められま

す。 

現実的に、昨年の新型コロナワクチン接種の

予約には、インターネットの知識が要求され

ました。ワクチン接種証明書もスマホのアプ

リで持ち歩く時代です。マイナンバーカード

の便利な利活用も進むことでしょう。 

今後、ますます少子高齢化が進むことにより、

こうした ICTを利活用したサービスが増えて

くることは間違いありません。 

すぐに役に立つ、生活に密着した情報をこれからも迅速にお届けする、いつも皆様のお側に寄

り添うように、パソコープ加盟教室は一丸となってこれからも努力いたします。 
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１. 貧困をなくそう 

２. 飢餓をゼロに 

３. すべての人に健康と福祉を 

４. 質の高い教育をみんなに 

５. ジェンダー平等を実現しよう 

６. 安全な水とトイレを世界中に 

７. エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

８. 働きがいも経済成長も 

９. 産業と技術革新の基盤をつくろう 

10. 人や国の不平等をなくそう 

11. 住み続けられるまちづくりを 

12. つくる責任 つかう責任 

13. 気候変動に具体的な対策を 

14. 海の豊かさを守ろう 

15. 陸の豊かさも守ろう 

16. 平和と公正をすべての人に 

17. パートナーシップで目標を達成しよう 

パソコープ代表 小野 薫 



再びオリンピックイヤーが始まりました。北京オリンピック 2022 では 2 月 4 日から 2 月

20 日まで、冬季大会史上最多の 109 種目が行われます。テレビ観戦はもちろんのこと、パ

ソコンやタブレットでのWeb観戦も楽しみたいですね！パソコンと言えば、もうWindows11

はお使いですか？ 

 

 

マイクロソフト社より 2021 年 10月 5 日にリリースされた 【Windows11】 もうお使い

になっていますか？Windows10 が搭載されているパソコンで条件を満たしていれば無償ア

ップグレードが可能なので、アップグレード要件を満たしている方には Windows Update の

通知が来ているかもしれませんね。今回は【Windows11】の中でも私たちにとって身近な変

更点をご紹介します。 

 

 
ウィンドウや右クリックメニューの角が丸くなり、ア

イコンには温かみのある配色が使われて柔らかな印象

になりました。Windows ロゴをはじめとしたほぼ全

てのアイコンも新しくなり、使い勝手に細かな改善が

施されています。 

 

●一新されたアイコンデザイン 

10は縦置きの斜め向きだったのが、11

では横置きの正面向きに。「ドキュメント」

や「ピクチャ」などの主要フォルダは色

分けされた。 

 

 

●右クリックメニューは２段構えに、よく使う機能はボタンに 

・「切り取り」「コピー」

「名前の変更」「削除」等

がボタン化されてスッキ

リとした構成になった。 

・項目間の余白が広がっ

て見やすくなった。 

・メニューが 2 段構えと

なり使用頻度の低

い機能が前面に出

なくなった。 
「その他のオプショ

ンを表示」をクリッ

クすると隠れている

メニューが表示さ

れる。 

 
●スナップ機能が強化 

ウィンドウを整列するスナップ

機能。「最大化（元に戻す）」ボ

タンにマウスを合わせると整列

レイアウトが選べるようになっ

た。

  

進化したデスクトップ画面

6 年ぶりの新 OS【Windows11】 身近な変更点をご紹介  

10 と同様のメニューに切り

替わる 
教室 LINEを 

はじめました。 

右のQRコード

からご登録をお

願いします。 



 
8 から 10 までは「タイル」と呼ばれる大きいア

プリボタンが特徴でしたが、11 では一転してタイ

ルが廃止され、普通のアイコンが並ぶシンプルな構

成になりました。 

●ピン留め済み 

「ピン留め済み」欄には最大 18 個のアイコンが並び、そ

れを超えるものは 2 ページ目以降に表示される。アイコ

ン上にマウスを置き、マウスホイールを上下にクルクル回

して簡単にページ切り替えができる。 

●ピン留め済みにアプリを追加する 

「すべてのアプリ」から追加したいアプリ名を右クリック

して「スタートにピン留めする」をクリックする。 

●おすすめ 

直近にインストールしたアプリや利用したファイ

ルが表示される。「その他」をクリックすると表示

数が増える。 

●電源ボタン 

右端に移動した。クリッ

クしシャットダウン他

を行うのは従来通り。 

 
「マウスを動かす距離を短くして操作性を高める」といった狙いで、スタートボタンやアプリ

のアイコンが中央に配置されました。デスクトップ下部に固定され、高さの変更もできなくな

っています。 

「ウィジェット④」「チャット⑤」などが追加され、通知領域⑦の Wi-Fi や音量、バッテリー

などは統合されました。⑥起動中のアプリはアイコンの下に点が付き、最前面のアプリには線

が付きます。 

  

脱タイル！スタートメニュー

タスクバーが激変！アイコンの配置が中央揃えに

 

 

 

アイコンはドラッグで好きな場所に
移動できる 

スタートメニューを表示する 

 

① スタートボタン 

10の検索ボックスがボタ

ンに変更された 

 

② 検索ボタン 

起動中のアプリや「仮想デ

スクトップ」を表示する 

 

③ タスクビュー 

最新ニュースや天気など

を表示する 

④ ウィジェット 

「Teams」でビデオ会議 

 

⑤ チャット 

起動中は点が付き（Excel）最

前面は下線が付く（Word） 

⑥ ピン留めしたアプリ 

Wi-Fi、音量、バッテリー

等の管理画面を表示する 

⑦ 統合されたボタン 

アプリからの通知とカレン

ダーを表示する 

⑧ 通知センター 

クリックすると各
画面が表示される 

Wi-Fi接続の
管理画面 

① 
↓ 

② 
↓ 

③ 
↓ 

④ 
↓ 

⑤ 
↓ 

⑥ 
↓ 

⑦ 
↓ 

⑧ 
↓ 



 

Windows11にアップグレードすべきかお悩みの方へ 

今使っているパソコンを 11 にアップグレードした方がいい？それとも 10 のま

ま使い続けた方が無難？いっそのこと新パソコンに買い換える？ご自身に合った選

択をしましょう。 

＜判断１＞ 

パソコンが 11の 

アップグレード要件★ 

を満たしている 

＜判断 3＞ 

新しい 11搭載の 

パソコンを購入する 

気持ちがある 

＜判断 2＞ 

11 にアップグレー

ドして新機能を使っ

てみたいと思う 

＜判断 4＞ 

11 にはせず、 

10のまま使うのもあ

りだと思う 

Yes Yes 11 に 

アップグレー

ドして使う 

Yes No 

No 

10 のまま 

使い続ける★ 

No 

Yes 

11 パソコン 

を購入する 

No 

★アップグレード要件の詳細は教室の先生にお尋ねください。 

★Windows10 は 2025 年 10 月のサポート終了までは問題

なく使えます。しばらく時間がありますので、慌てずによく

検討しましょう。 
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「おてがる講座」のご案内
Zoomを使った遠隔授業をおこないます。Zoomについて事前学習もご用意しています。

お申し込みは、ホームページよりお願いいたします。

 

 

 

 

 

おてがる講座 講座の内容 開講日時 講師 

いろいろな『Ｇ』の

違い 

スマホの「４Ｇから５Ｇへ」や「20Ｇプラン」、Wi-Fiの「2.4Ｇ

や 5Ｇ」、パソコンにも「メモリ８Ｇ」って書いてあります。一体、

この『Ｇ』ってそれぞれどんな意味なのでしょうか。 

今月は、これら『Ｇ』の違いをそれぞれご説明いたします。 

知っているようでいて聞いたことはあるけれど、友達にうまく説明

できない！という方にぜひお聞きして欲しいです。 

2月 22日 火曜日 

13：30～14：30 
小野 薫 

「メタバース」って

何？ 

今年、注目のキーワードになりそうな「メタバース」についてご説

明いたします。メタバースのサービスは実は今までにも色々とあっ

たのですが、その概念や言葉を整理してみたいと思います。簡単な

メタバースを体験していただけるところまでご案内できるようにし

たいと思います。 

3月 23日 水曜日 

13：30～14：30 
小野 薫 

   


