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ネット上にファイル
や写真を保存すると、
とても便利ですよ。

All copyright reserved.
〒243－0021 厚木市岡田 3050 情報プラザ Tel 046－220－2711

皆さんの中には、インターネット上に写真や動画をアップして友人に見せたり、Yahoo!メールや gmail などのウェブメール
を使っている方もいらっしゃるのではないでしょうか？今回は、そんなクラウドサービスについてのお話です。

◇最近よく聞く「クラウド」って何ですか？
クラウド＝雲（cloud）ですが、雲ではなくクラウドコンピュー
ティングを略したものです。コンピューター関係の図を描く
時にインターネットを雲で表現することからインターネット上
でのサービスのことを指します。
◇具体的にはどんなものでしょうか？
作成した文書や写真などは自分の PC に保存するのが一般
的だったのが、インターネット上にも保存できるようなサービ
スとか、SNS のように共通に使えるネット上
の場所などもいいます。自分だけでなくイ
ンターネットにつながっている友人などと
簡単にデータのやりとりができるようにな
っています。
◇実際のサービスはどんなもの？
例えば WORD2013 で名前を付けて保存をしようとすると
そこに OneDrive という今までにないものが表示されます
が、これがクラウドのひとつでインターネット上へファイルを
保存できるのです。
◇その「OneDrive」を利用するのに必要なものは？
マイクロソフトの ID が必要です。
以前からマイクロソフトのホットメ
ールを持っていれば、それがア
カウントになります。しかし前に持
っていて１年以上使っていない
（ログインしていない）場合は、新
規に取得する必要がありますが
無料です。
◇料金はかかるの？
有料版と無料版があります。OneDrive では無料で 7GB ま
で使えます。これは、300 万画素のデジカメの写真で 3,000
枚ほどです。有料版では当然もっと大きな容量が使えます。
有料では 50GB（年間\2000 程度）や 100GB があります。他
のクラウドサービスでは 1TB なんていうのもあります。

◇使えるのは PC だけ？
インターネットにつながっているスマートフォンやタブレット
でも使えます。スマートフォンやタブレットではブラウザー
の Safari や Chrome で使えます。
◇使えるファイルの種類は？
Word などのファイル、写真、動画、PDF など通常使ってい
るものは使えると思ってよいでしょう。PC と同じようにフォル
ダも作れます。
◇便利な機能は？
他の人にファイルを見せたり、
共同で修正したりすることが
可能です。更新履歴を持って
いるので以前の状態に戻せま
す。大きすぎて添付では送れ
ないようなファイルを入れて、
メールで知らせることも可能で
す。
◇他にはどんなものがある
Dropbox, Google Drive, Yahoo Box, Amazon などいろいろ
あり、たいてい無料で使える部分があって様々な有料版が
用意されています。アカウントは大抵メールアドレスを使う
ようになっています。
◇安全性など問題はない？
昔は保存したファイルが第 3 者に見られるのではないかと
いう不安がありましたが、今はそれも杞憂に終わっていると
いって良さそうです。
◇使う上での留意点は？
ファイルの管理をきちんとすること。
これはク ラウド利用に限りませ ん
が・・・
万が一クラウドサービスが停止され
ても困らないようにデータのコピー
は持っていた方がよろしいでしょう。
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マルボラのホームページ

→

マルボラの講座や手ほどきはすべて無料です。
場所は、情報プラザです。

--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--

「初心者のためのパソコン講座」と「パソコンの手ほどき」は、開催月の前月 1 日から電話で受付けています。
電話予約の時に「マルボラのパソコン講座」
、
「マルボラの手ほど
き」とお伝えください。
講座も手ほどきも一回ごとのお申し込みとなります。申込後キャンセル
される場合は、早めに連絡をして下さい。

≪申し込みは電話で、情報プラザへ≫
：０４６-２２０-２７１１

パソコンの手ほどき
日 時：毎週土曜日
午前 10 時～12 時（休館日は除く）
定 員：16 名 (何回でも受講できます)

日 時：毎週木曜日・土曜日
午前 10 時～12 時（休館日は除く）
定 員：木曜日 10 名、土曜日４名(４回まで)

これからパソコンを始めようと考えている方が、基礎的
な操作方法を学ぶための教室です。マルボラがていねい
に説明します。お気軽にご参加ください。

講座日程
文書作成
（応用）
パソコンの
基礎
インター
ネット
表計算

６月

７月

８月

(文章の体裁)

(チラシ)

(表の活用)

７日

５日

２日

14 日

12 日

９日

21 日

19 日

16 日

(基礎)

(健康管理表)

(基礎)

28 日

26 日

23 日

手ほどきは、希望する内容を受講希望者のレベルに合わ
せてマルボラが個別レッスンを行います。
また２～３名のグループレッスンも可能です。
文書作成（ワード等）
、表計算（エクセル）
、インターネ
ット、電子メール、デジカメの画像処理、年賀状など、
使用法・操作法など覚えたい方に適しています。初心者
の方、レベルアップを希望する方など歓迎します。
＊５回以上の受講希望者は、希望受講日の前日に電話申
し込みをして下さい。定員に余裕がある場合は対応いた
します。
（木曜日は当日朝の電話でも可）

質問・相談コーナー
日 時：毎週土曜日
午前 10 時～12 時（休館日は除く）

※８月 14 日(木)の手ほどきはお休みとなります。
予約は不要です。質問・相談など（15 分程度）がある場
※７月 26 日(土)の午後は特別講座です。
暑中見舞作成を行います。
合には、直接おいでください。
※８月 30 日(土)は一日講座です。ムービーメーカーを使ってスラ
イドショー作成を行います。
マルボラのホームページ →

SIM フリータブレット ２機種に挑戦！
いきがかり上 SIM フリーのタブレット「Google NEXUS７」を購入することになり、
「OCN」と月額 972 円の最低価格
コース（注＊1）に申し込みました。外出先でのインターネット接続では、メール、ニュ－ス、地図、路線検索、マ
イタウンクラブでの施設予約、自作の予定表（PDF）のチェックなど便利に使えています。
友達がガラケーからスマホに変えたいと言うので、SIM フリーのタブレットを薦めたら自分のものを渡すハメにな
り、この機会に「DELL Tablet Venue 8 Pro」Windows8.1（Office2013 付属）を購入しました。自宅のパソコンは
Windows7、Office2010 であり、マルボラとしてこれから話が通じないのでは困るので勉強のために決めましたが実
際に仕事？をするのには、画面が小さ過ぎて、手直し程度しか使えなさそうです。やはり自宅のマルチタスクの 27
インチディスプレイが快適です。
Android と Windows8 を比べると、NHK テレビ「趣味 DO 楽」でタブレットの講座をやっているが Android（又は iOS）
の方がアプリが沢山あり興味のあるものが選べるし講座内容もアプリの紹介が主になっています。ただ自分にとっ
ては Windows が使い慣れており、フリーのソフト（例えば音楽編集ソフト）もダウンロードでき、外でも暇がつぶ
せそうです。
その後「BIGLOBE」の SIM カードを入手し、タブレットにセットしたがその後の設定方法が判からず、DELL の電話サ
ポートを受け、結局 DELL の担当者がリモートアクセスでこちらのタブレットを制御してトラブルシューティングを
行い、指定の情報を入力してつながるようになりました。コンピューターを乗っ取られると
いうのはこういうことかと変な体験をしました。
注＊1） 50MB/日,通信速度,150Mbps それを越えると接続スピードが落ちるがインターネット
検索ではほとんど気になるほど遅く感ずることはない。ただし動画を見るには不都合が生じ
ます。 （マ～ルおじさん）
マルボラ会員募集中！ご興味のある方ならどなたでも OK

連絡はホームページからお願いします。
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