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科 学 技 術 館 で は 初 心 者 に 優 し い パ ソ コ ン 教 室 を 開 催 中
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ちなみにウィンドウズ
へアップグレードした後に
日以内なら 元のウィンド
ウズに戻すこと ができるの
で、使い勝手にとまどったり
不具合が発生したりといっ
た場合はひとまず元の環境
に戻すこともできる。

自分でで きるかな …
不安な人はご相談を
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これらの作業は時間も手
間も知識も必要なため、ウイ
ンドウズ は使いたいが、
自信がないという人は新し
いパソコンを購入したほう
が良いだろう。科学技術館パ
ソコン教室では教室内で使
用するパソコンを２月より
に
すべてウィンドウズ
アップデート済み。
すでにウィンドウズ 搭
載パソコンを購入したが、操
作感覚にと まど いを 感じて
いる人や、これからアップグ
レードをしようと検討して
いる 人はひ とまず相談 して
みよう。
※各講座の 日程と料金は
３ページを参照してくださ
い。講座内容と時間は変更す
る場合があります。詳細は科
学技術館パソコン教室ウェ
ブサ イト で ご 確 認 く だ さ い 。
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きだが、アップグレードには
非常に時間がかかるので １(
～３時間程度 、)余裕を もっ
て 作業を行うようにしよう。
まずは準備段階として、必ず
ＵＳＢメモリやＤＶＤ‐Ｒ
などにバックアップを取っ
ておくこと。
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無償アップデートは
今年の７月 日まで
このところパソコンの電
源を入れると、画面の右下に
Ｗｉｎｄｏｗｓ の無料
アップグレードが利用可能
になりました などのメッ
セージが表示される。これは
ウインドウズ７以降のパソ
コンを使っている人は、基本
ソ フ ト Ｏ( Ｓ が) 無 料 で ア ッ
プグレードできるという
メッセージ。
これ まで も数年おき に新
しいＯＳが発売されてきた
が、ＯＳをアップグレードす
る場合にはＤＶＤ‐ＲＯＭ
などのパッケージを購入す
るか、新しいパソコンを購入
するしかなかった。ところが
今回はインターネット上か
らダウンロードする形で、今
年の７ 月 日 まで の 期 間 限
定だが無料でアップグレー
ドができるようになった。

そしてパソコンのハード
デ ィ ス ク Ｃ( ド ラ イ ブ の) 空
き容量は ＧＢ以上が必要
で、アップグレード作業の時
はＵＳＢメモリや外付け
ハードディスクはパソコン
から外しておくこと。
また、古いパソコンの場合
はウィンドウズ へアップ
グレード後に音が出ない、画
面がうまく表示されない、イ
ンターネットに接続できな
いなどの不具合が出ること
があるので、できれば事前に
各メーカーのウェブサイト
上で、現在使っているパソコ
ンがウィンドウズ への
アップグレード 対象機種で
あることを確認すべきだ。
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アップグレードの前には
綿密な準備が大事
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新しいＯＳはセキュリ
ティや使い勝手の面で向上
しているため、今後もパソコ
ンを使い続けていく人はぜ
ひともアップグレードすべ
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講座紹介

選んで学べる！

｢いまどきのパソコン 旬な使いかた講座｣
自分のペースで

安心の

PC・資料等

自習形式

個別対応

持ちこみ OK

基本から学びたい方・スキルアップを目指したい方・作りたい資料がある方 に柔軟に対応いたします。スキルや目的に合
わせた課題で自習しながら自分のペースで学習できます。下記の一覧よりお好きなプログラムをお選びいただけます。
日程
受講料
【チケット制】

毎週

火曜日・土曜日

1 枚 4,000 円

午前…10:00～12:00 または 午後…14:00～16:00

5 枚綴 18,510 円

10 枚綴 30,860 円

（チケット 1 枚で 1 講座を受講可）

以下の一覧よりプログラムを選んで学べます
■ タッチタイピング

■ エクセルの使いかた
エクセル初級
住所録を作りながら名簿の並べ
替えや印刷などエクセルの基本
操作が身に付きます。
回数のめやす 1～3 回
エクセル中級
家計簿などを作りながら合計や
平均の計算などエクセルの定番
操作が身に付きます。
回数のめやす 3～5 回
エクセル応用
計算表を作りながら各種関数の
使い方などビジネスに活かせる
応用操作が身に付きます。
回数のめやす 3 回～

おすすめ

10 ステップで身につける！
憧れのキーボード両手打ち
（全 10 単位）
両手で正しいキーボード入力をするためのレッスン
です。正しい指の置きかた・動かしかたを学び、｢速
く｣｢正確に｣｢疲れない｣キーボード入力を身につけ
ます。

■ ワードの使いかた
ワード初級
案内状を作りながら文字の大きさ
や配置、画像の挿入などワードの
基本操作が身に付きます。
回数のめやす 3～5 回
ワード中級
注文表や予定表を作りながら表の
挿入や縦書き文書などワードの定
番操作が身に付きます。
回数のめやす 5～10 回
ワード応用
高度なレイアウトの作品を作りな
がら行間の調整や段組みなど応用
操作が身に付きます。
回数のめやす 5 回～

■ その他
パワーポイント

ビジネスで必須のプレゼンソフト「パワーポイ
ント」の使い方を学びます。

インターネット

効率の良い検索方法やインターネットに関する
疑問や不安などご相談に対応します。

はがき作成

年賀状などはがきの宛名面とデザイン面の作成
と印刷を学びます。

デジカメ

写真の取り込み・印刷・加工などデジカメに関
するご相談に対応いたします。

バックアップ

パソコン内の文書や写真の整理、大切なデータ
を長期保存するためのコツを学びます。

※ タブレット・スマホなど一覧に無い内容でもご要望
に応じて対応いたします。お気軽にご相談下さい。
おすすめコース

とにかく基本から学びたい方：タッチタイピング→ ワード初級→ ワード中級→ エクセル初級→ デジカメ
お仕事に活かしたい方：ワード初級→ ワード中級→ ワード応用→ エクセル初級→ エクセル中級→ パワーポイント
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◆その他の講座
｢タブレット｣講座
買った人もこれからの人もじっくり学んでみましょう。一人一台ずつタブレットを貸し出します。｢入門編｣では使い
方の基本を、｢使いこなし編｣では便利なアプリの使い方を紹介します。タブレットが使えるようになればスマートフ
ォンにも応用できます。目的に合わせてお選びください。

入門編

はじめてのタブレット
電源の入れ方から基本操作が学べます。お持ちでない方におすすめです。

4/18（月）10:00～12:00

使いこなし編①

WEB サイトと地図アプリの使いかた
タブレットで最も使われているインターネットと地図アプリを学びます。

4/18（月）14:00～16:00

使いこなし編②

メールと電子書籍の使いかた
メールの送受信とタブレットで読書をする方法を学びます。

4/25（月）10:00～12:00

使いこなし編③

4/25（月）14:00～16:00

アプリの追加と PC との連携
アプリの増やし方とタブレットで撮影した写真をパソコンで見る方法。
受講料

各 4,630 円

｢ウィンドウズ 10｣講座

NEW

今、押さえておきたい! ウィンドウズ 10 の基本
今後パソコンの主流となる話題のウィンドウズ 10 の使い方を基礎から学べます。従来のパソコンで行っていた操作を
ウィンドウズ 10 で行う方法を中心に紹介します。4 種類の内容から選んでご受講いただけます。

基本編 ウィンドウズ 10 の基礎知識

4/27（水）10:00～12:00

従来のパソコンとの比較やアップグレードの方法を学びます。

インターネット編

WEB サイトの使いかた
大幅に変更された WEB サイトの閲覧機能を学びます。

4/27（水）14:00～16:00

画像とメール編

デジカメ画像やメールの基礎
画像の取り込みやメールなど一般的な操作をウィンドウズ 10 で学びます。

4/28（木）10:00～12:00

バックアップ編

4/28（木）14:00～16:00

USB メモリや CD-R の基礎
USB メモリや CD-R にデータを保存する方法を学びます。
受講料

各 4,630 円

※金額はすべて税込表示
※講座は全て予約制となっております。



お申込み
お問合せ

03-3212-2455

休講日（日・月曜日）および講座中はお電話に出られないことがあります。
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パソコン最新情報 Q＆A

Ｑ:パソコンのトラブルの多くは、
起動中に起こるって、ほんと？
Ａ: ボタンを押せばパッとつくテレ
ビと違って、パソコンはスイッチを
入れると「立ち上げ（起動）」と言
う作業を経て、やっと使えるように
なる。
立 ち
上げ作
業は、パ
ソコンの汎用性（いろいろな用途に
使える）のために欠かせないものだ
が、パソコンが準備プロセス中にも
かかわらず、せっかちにワードやイ
ンターネットを使い始めるとソフ
トの動作が止まることがある。立ち
上げでは以下のことに注意しよう。
■パソコンのスイッチを
入れると、自動的にソフト
が次々に動き出す。処理中
はマウスポインターの丸いワッカ
が、グルグル回ったり止まったりを
繰り返す(砂時計マークの場合もあ
る)。グルグルが完全に止まるまで
は、なるべくマウスやキーボードに
触れないようにしよう。
■パソコンに USB メモリーや SD メ
モリーカードが挿しっぱなしだっ
たり、CD や DVD が光学ドライブ内
に入っていたりするとパソコンが
そこから誤った情報を取ろうとす
ることがあるので気をつけよう。
■立ち上げ中に電源を切るのは厳
禁。ノートパソコンの場合はディス
プレイの開閉と電源の ON/OFF が連
動していることもあるので、立ち上
げ中は開閉をしないように。これは
シャットダウンのときも同様だ。

デジタル・ナイトビジョン

科学技術館イベント案内

暗視カメラ DN-13592 上海問屋

2016 年春休み特別展

広くて暗い場所で何かを撮影し
ようとカメラのフラッシュを使う
と手前の物だけが白っぽく映り、遠
くのものはほとんど写らない。そん
な時に有効なのが、赤外線を使った
暗視スコープ。屋根裏の配管や、夜
に畑を荒らす動物の確認、ストー
カーや不審者の行動監視にも役に
立つ。
本機は、赤外線暗視スコープに加
えて、静止画/動画の撮影機能も搭
載した暗視カメラ。保存は SD/SDHC
カードに対応（最大 32GB）。（価格
１万 9､999 円／税込）

「海!! 未来をひらく!
海からの贈り物」

ネットプリント
http://www.printing.ne.jp/

｢ネットプリント｣はパソコン内の文章
や写真をセブンイレブンのマルチコ
ピー機で印刷するサービス。会員登録
をして印刷したいファイルを登録する
と発行される 8 ケタの番号をセブンイ
レブンのコピー機に入力する。

2014 年夏休み特別展「海!!出航!
ふしぎな世界へ」に続き、海洋生物
をテーマとした本展を開催します。
サメ、ヒラムシ、フナムシ、フジ
ツボ、クラゲ――何の変哲もない海
洋生物たちが今、脚光を浴びようと
しています。海洋生物のもつさまざ
まな特性が最先端の科学や産業技
術に活かされようとしているので
す。これらの海洋生物にどのような
科学技術が秘められているので
しょうか。
映像や生体・標本・ロボットなど
様々な角度からその秘密に迫りま
す。
会期：3 月 19 日（土）～4 月 7 日（木）
会場：4 階イベントホール
観覧料金：入館料のみでご覧いただ
けます。
科学技術館 URL:
http://www.jsf.or.jp/

泳ぐヒラムシロボットにも出会える！
※ 写真提供：風間俊哉 統計数理研究所
統計思考院・数学協働プログラム

※科学技術館の展示をご覧になるには
別途入館料が必要です
●開館時間
9:30AM～4:50PM
●入館料
大 人720 円
中高生410 円
こども260 円
●地下鉄最寄り駅
竹橋駅(東西線)
九段下駅(東西線･半蔵門線･

パソコン教室ニュース/2016 年 3･4 月号
Vol.129 《発行》 科学技術館パソコン教室
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園 2-1
■お申込み･問い合わせは
TEL 03-3212-2455 FAX 03-3212-7244

メールアドレス pcdojo@event-jsf.jp
ホームページ http://kagakupc.jp
科学技術館パソコン教室では情報リテラシー教育の
推進と生涯学習活動の振興を目指しています。

都営新宿線)

どちらの駅からも徒歩 7 分
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