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あなたはもう
Edge（エッジ）を
体験しましたか？
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Windows 10 が 7 月からアップグレードされるように
なりました。みなさんの中にはもう Windows 10 に変
えた方もいらっしゃるでしょう。大きく変わったこ
とのひとつに Microsoft Edge（エッジ）というイン
ターネットを見るソフトが付属されたことがあげら
れます。今回はこの Edge を紹介したいと思います。

Web ノートの作成
開いているページに手書き
で文字や絵を書けます。

共有
開いているページをメール
に添付したり他のアプリに
転送したりできます。

お気に入りまたはリーデ
ィングリストに追加
読み取りビュー
ニュースなどのサイトで周りの広告など
を非表示にして記事だけを表示します。
ハブ
インターネットから集めた情報はす
べてここで見ることができます。すな
わち、お気に入り、リーディングリス
ト、閲覧の履歴、ダウンロードしたフ
ァイルなどです。

例えば、こんな使い方ができます。
・今開いているページに絵や字を書いたり、マーカーを引
いたり、一部分を切り取ったりできます。旅行でのルート
を地図サイトに手書きで書き込んで旅のしおりを作った
り、希望のお土産にマークをしてメールで送ったりできま
す。また、料理のレシピサイトに自分のこだわりを書き加
えてノートを作っていくようなこともできます。
・後で読みたいページ、とっておきたいページをリーディ
ングリストに保存しておくことができます。インターネッ
トにつながらない場所に出かけるときなどもリーディン
グリストに保存しておけば見ることができます。
・タブレットなど画面が小さいもので見るとき、読み取り
ビューを選ぶと周りの広告や画像を削除し読んでいる記
事だけを読みやすい配置で表示することができます。

他の操作
印刷や IE で開く、その他の
設定がここからできます。

上の Edge の画面を見て何か気づきませんか？
そう、Edge にはホームボタンがありません。でも大丈夫、
「他の操作」の設定画面よりホームボタンを表示できるよ
うになります。しかも Edge を起動したときに表示される
ページ（スタートページ）とホームボタンを押したときに
表示されるページは、別々に設定できます。
現時点ではまだ、Edge では表示されなかったり、配置が崩
れたりボタンが表示されなかったりするページがありま
す。そんなときは IE(Internet Explorer)で見ましょう。
「他の操作」をクリックしその中の「Internet Explorer で
開く」をクリックしてみてください。今 Edge で見ているペ
ージが IE で表示されます。
Edge は出てきたばかりで今はまだ大した機能を持ってい
ませんが、今後バージョンアップを重ねて使いやすく多機
能になると思われます。現在は Windows10 のみに搭載され
ていますが、今後 Windows7/8/8.1 にも搭載され、さらに
Mac や iPad、iPhone、Android などにも搭載される日が来
ると思います。期待したいものです。
このページはマイクロソフトのサイトを参考にして作成しました。
プラザニュース

2015.10

No.97

1

マルボラのホームページ

マルボラからのご案内

→

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 日から電話で受け付けています。
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。一回ごとのお申し込みとなります。
申込後のキャンセルは、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≫

＊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。

日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
定 員：16 名 (何回でも受講できます)

質問・相談コーナー

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講座です。

講座日程

１０月

１１月

１２月

文書作成
（応用）

(表の活用)

(年賀状)

(年賀状)

３日

７日

５日

パソコンの基礎

10 日

14 日

12 日
19 日

表計算

17 日

21 日

(予定表)

(基礎)

24 日

28 日

日 時：毎週木曜日と土曜日の 10 時～12 時
定 員：木曜日 10 名、土曜日４名(４回まで)
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。

：０４６-２２０-２７１１

インターネット

パソコンの手ほどき

※ 12 月 26 日（土）～１月 2 日（土）は休講となります。
※ 10 月 31 日（土）は一日講座です。内容は「デジカメから
ＰＣへの取り込みと写真の修整」です。

日 時：毎週土曜日の 10 時～12 時
予約は不要です。質問・相談など（15 分程度）がある場
合には、直接おいでください。

木曜の実習教室（連続基礎講座）
日 時：木曜日の 10 時～12 時（不定期）
定 員：６名 (開講日に連続して出席できる方)
市販のテキスト（受講者は最寄りの書店でテキストを購
入していただきます）を使用して、ワードやエクセルの
基礎をしっかり学びます。
＊内容と申し込み受付開始日は、ポスター等でお知ら
せ・開講初日の 3 週間前を予定しています。

森の里公民館地域パソコン教室報告
去年までは中学校のパソコンを借り講座を行っていましたが、今年は受講生に自分のノートパソコンを持ってきても
らい、公民館で講座を行いました。受講生が持ち込んだパソコンの文書作成や表計算ソフトの種類がいろいろありまし
たが、マルボラは 10 名参加(受講生２名に対してマルボラ１名)し、受講生にずっと付いて講座の補助を行いました。
その甲斐あって、大きな問題もなく講座が進行していきました。ポータブル WiFi を使いインターネットからイラスト
を持ってくることもできました。
他の公民館や施設でも今後行っていきたいと思います。問い合わせをお待ちしています。
講座内容 ８月 23 日(日）10:00～16:00 健康管理表作成（エクセル）
８月 24 日(月）10:00～16:00 写真シート作成（ワード）

受講者 18 名
受講者 18 名

知ってはいるけど・・・正解は？
マルボラが発足して間もない頃、ときの総理が“IT 革命”を「イット(カクメイ)」と読んだらしいと評判になって、
「IT」
はひろく知られるようになりました。
この「アイティー（IT）
」という略語、新聞やテレビではよく IT 業界・IT 企業・IT 製品といった使い方をします。
ところで、
「アイティーってどういう意味？」とふいに聞かれたら、意外と説明に窮しそうです。
「Information Technology
の頭文字だよ！」とか「日本語に直すと情報技術さ」といった答えで済めばいいのですが。
先日、電車のなかで小耳にはさんだのが「それってインターネットのことじゃない？」という答えです。
“あたらずといえど
も遠からず”
、私はアタマのなかで「う～ん、まあいいか！」とうなずいていました。
ワンタッチで改札を通り抜けられる Suica や PASMO は「アイシー(IC)カード」と呼ばれます。この IC とは「Integrated
Circuit」
（直訳すれば集積回路）のことですが、発明されたのは５０年あまり前、Suica が登場したのはずっと遅れて 2001
年だそうです。フツーのひとは IC の中をのぞいたこともないし、薄いプラスチックカードに埋もれていては IC チップの姿
もまた想像でしかありません。
「IC って何のこと？」と聞かれたら・・・。
パソコン用語には、知っているつもりが質問されると答えに困ってしまう言葉、たとえば「ウイルス」
「ソフト」
「スマホ」
「Windows」
・・・など、いろいろあります。相手の顔色を見ながら、正解を探さなければなりません。
-m.g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。

プラザニュース

2015.10

No.97

2

