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【三原則】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・あせらない 

・他人と自分を比べない 

・わからなければまず検索 

本テキストの内容及び演習問題データの複写、転載、引用、電子データ化、販売については

著作権者(TACT)の許可なしに行うことはできません。 

無許可にて上記の行為を行った場合は著作権保護法違反として告発する場合があります 
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１． PC の取扱について 

(1) PC でできること 

【演習１】 

どのような用途で使われているか、具体的な例を挙げてみましょう 

① 計算する 

 

 

 

② 記録する 

 

 

 

③ 再生する 

 

 

 

④ 接続する 

 

 

 

⑤ 通信する 

 

 

 

⑥ 共有する 

 

 

 

※もちろん、これらの用途例がすべてとは限りません 
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(2)取扱いについて 

①電源・コネクタ 

a. 電源 

【演習２】 

以下の操作のうち、PC の部品に負担をかけてしまうため 

やってはいけないことはどれでしょう？ 

    □電源ボタンの連打 

  □Windows を終了しない前に電源ボタンを押す 

  □PC の使用中にブレーカが落ちる 

  □(ノート PC の場合)PC の使用中にバッテリーを外す 

  □ファイルの保存中に電源ボタンを押す 

  □ファイルのダウンロード中に電源ボタンを押す 

 

以下の操作をすると、PC の画面は真っ暗になります。 

でも、どう違うのでしょうか？ 

・スリープ 

 ・休止状態（スタンバイ、ハイバネーション） 

 ・シャットダウン（強制シャットダウン） 

  

   【演習３】 

 それぞれの操作を行い、画面が真っ暗になるまでの 

時間と復旧操作を行ってデスクトップが表示されるまでの

時間をそれぞれ測ってください。 

   ①スリープまで（     ）秒、復旧に（     ）秒 

②休止状態まで（     ）秒、復旧に（     ）秒 

③シャットダウンまで（     ）秒、復旧に（     ）秒 
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b. コネクタ 

【演習４】 

以下の操作のうち、コネクタ周りが接触不良を起こすので 

やってはいけないことはどれでしょう？ 

  □PC の電源を切らずにコネクタを抜く 

    □ケーブルを引っ張ってコネクタを抜く 

  □コネクタを掴んで上下(左右)に振りながら抜く 

  □PC の電源を入れてからコネクタを差し込む 

  □コネクタを途中まで差し込む 

  

PC に接続するコネクタの例をいくつか挙げてみました。 

※最近は使用されなくなったものも含む 

・ディスプレイ（モニタ） 

・USB 

 ・オーディオ 

・映像 

 ・LAN ケーブル 

 ・キーボード/マウス 

 ・AC アダプタ 

  ・電話回線 

 ・モデム 

 ・プリンタ 

 

【演習５】 

使用している PCの左右や前面/背面に、どんなコネクタが

用意されているか確認して下さい 

 

 

 



パソコン概論 

4 

②キーボード/マウス/タッチパッド 

【演習６】 

以下の操作のうち、キーボードやマウスの部品について 

正しいことはどれでしょう？ 

    □反応がよくない場合はボタンを強く叩いたほうがいい 

  □キーボードを使わない時はケーブルで巻いて立てておく 

  □マウスはかばんの中に入れっぱなしにしても問題ない 

  □タッチパッドではタップせず、下のボタンを使うようにする 

 

a. キーボード 

 ・よく使うキー 

・まったく使わないキー 

 ・紛らわしいキー 

 ・PC によって配置が違うキー 

 

b. マウス 

 ・左右のボタンの違い 

・ホイール 

  

c. タッチパッド 

 ・マウスの代わりとして 

 ・タッチパッドの On/Off 

 ・ホイールの代わり 

 

【演習７】 

使用している PC のキーボードとマウスとタッチパッドで、 

共通の動きをするボタンを挙げてみてください 
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③CD/DVD ドライブ 

【演習８】 

以下の操作のうち、CD/DVD ドライブについて正しいもの

はどれでしょう？ 

    □CD/DVD を再生中でも取り出してよい 

  □CD/DVD を書き込み中でも取り出してよい 

  □DVD ドライブであれば DVD はすべて再生できる 

  □CDは書き込めるが DVDは書き込みできないものがある 

 

メディアの種類を挙げてみました。 

・CD…CD、CD-R、CD-RW 

・DVD…DVD、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW、

DVD-RAM 

 ・BD…BD、BD-R、BD-RE 

 ・その他…PD、HD DVD 

 

【演習９】 

メディア容量の比較一覧の空欄を埋めてください 

    DVD は CD のおよそ（      ）倍の容量 

  BD は DVD のおよそ（      ）倍の容量 

  BD は CD のおよそ（      ）倍の容量 

 

  参考： 

CD はフロッピーディスクのおよそ 640 倍の容量です。 

フロッピー１枚分で新聞の朝刊４日分の文字数が記録 

できると言われてますから... 
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④デスクトップ PC とノート PC の違い 

a. 値段…ノート型のほうが安い 

b. 重量…ノート型のほうが軽い 

c. 部品互換性…デスクトップ型が互換性に優れている 

d. 故障時…デスクトップ型なら故障した部品のみ交換できる 

 

現在は、デスクトップ型よりノート型のPCのほうが多く生産され

ています。また、新しい規格の部品はデスクトップ型のほうが 

先に生産されます。 

個人のニーズや可搬性に応じて、ノート型かデスクトップ型か

選択するといいでしょう。 

 

 

⑤周辺機器 

a. プリンタ 

・インクジェット型 

・トナー型 

b. スキャナ 

・フラットベッド型 

・ページ型 

・フィルムスキャナ 

c. その他 

 ・外付け HDD ドライブ 

 ・USB ハブと USB 接続機器のいろいろ 

 ・楽器 

 ・UPS(無停電電源装置) 
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(3)操作について 

① ファイルとフォルダの違い 

 

a.ファイル 

 ・PC がデータを管理する最小単位 

 ・ファイル名は同一フォルダ内では重複できない 

 ・同じファイル名にしようとすると既に同じ名前のファイルが 

  あるというメッセージが表示されます 

 ・ファイルを別のフォルダ内にコピーや移動する際に同じ 

名前のファイルがある場合は上書きするかどうかの 

メッセージが表示されます 

 

b.フォルダ 

 ・Windows 以外の OS では「ディレクトリ」と呼ぶ場合がある 

 ・ファイルが散乱しないように束ねて管理するための単位 

 ・フォルダ名も同一フォルダ内では重複できない 

 ・同じフォルダ名にしようとするとフォルダを上書きし 

  統合するかどうかのメッセージが表示されます 

 ・フォルダを別のフォルダ内にコピーや移動する際に同じ 

名前のファイルがある場合は上書きするかどうかの 

メッセージが表示されます 

    ・「マイコンピュータ」や「ネットワーク」、「デスクトップ」や 

     「ごみ箱」や「コントロールパネル」は特殊なフォルダです 

        

※フォルダの中にあるファイルは、原則として別のフォルダ内の 

ファイルと干渉することはありません。 

ホームページを制作する際にも大きく関係してくるところなので 

ファイルとフォルダの違いをおさえておいてください 
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【演習 10】 

(1)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(2)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「フォルダ」を選択してください 

(3)上記(1)で作ったファイルを上記(2)で作ったフォルダへ 

  ドラッグ＆ドロップ（フォルダ内に移動）します 

(4)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(5)上記(4)で作ったファイルを上記(2)で作ったフォルダへ 

  ドラッグ＆ドロップ（フォルダ内に移動）します 

 (6)ファイルを上書きするかどうかのメッセージが表示されれば 

OK です 

(7)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「フォルダ」を選択してください 

(8)上記(7)で作成したフォルダ名を、上記(2) 

で作ったフォルダと同じ名前に変更してみてください。 

どのようなメッセージが表示されるでしょうか？ 

 

 

 ファイル名やフォルダ名の変更方法： 

(その１) 名前を変更したいファイルやフォルダの名前の上で、 

      マウスの左ボタンをシングルクリックする 

(その２) 名前を変更したいファイルやフォルダのアイコンの上で、 

      マウスの右ボタンをシングルクリックして「名前の変更」を 

      選択する 

(その３) 名前を変更したいファイルやフォルダのアイコンの上で、 

      マウスの左ボタンをシングルクリックし、「F2」キーを押す 
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② テキストファイルとバイナリファイルの違い 

 a.テキストファイル 

・テキストファイルは「メモ帳で編集できる」ファイルです 

・html ファイルや CSS ファイルもテキストファイルです 

・テキストファイルを編集するプログラムのことを 

「テキストエディタ」と呼びます（「メモ帳」もテキストエディタの

うちのひとつです） 

 b.バイナリファイル 

・バイナリファイルは「メモ帳で編集できない」ファイルです 

・ Windows の本体ファイルや各種のプログラム（拡張子が 

「.com」や「.exe」になっています）はバイナリファイルです 

・バイナリファイルは「バイナリエディタ」というプログラムで 

編集できますが、特殊な場合を除いてバイナリエディタを 

使用することはありません 

 

③ ダブルクリック/シングルクリック/マウスのボタン 

 a.ダブルクリックとシングルクリック 

  ノックのように、マウスのボタンを 2 回押すのがダブルクリック 

  主にファイルの拡張子に紐づいたプログラムを実行する場合 

に使います 

 b.シングルクリック 

  マウスのボタンを 1 回だけ押すのがシングルクリック 

  ファイルやフォルダを選択したり、コンテキストメニュー 

  （ファイルやフォルダに何らかの操作するメニュー）を表示 

  させる場合に使います 

 c.マウスのボタン 

  マウスの左ボタンはダブルクリックやシングルクリックを 

  行いますが、右ボタンでダブルクリックをすることはありません 
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④ ドラッグ/ドロップ/ドラッグ&ドロップ 

 a.ドラッグ 

  ファイルやフォルダの上でマウスのボタンをシングルクリック 

して、ボタンを押しっぱなしのままマウスを動かす操作を 

  「ドラッグ」と呼びます。 

ドラッグ操作はマウスの左右のボタンのどちらでも行えます 

 b.ドロップ 

  ファイルやフォルダの上でマウスのボタンを押したままに 

した状態から、マウスのボタンから指を離す操作を 

「ドロップ」と呼びます。 

 c.ドラッグ&ドロップ 

  まずドラッグ操作を行い、次いでドロップ操作を行うことを 

「ドラッグ＆ドロップ」と呼びます。 

ドラッグ＆ドロップ操作をマウスの左ボタンで行う場合と 

右ボタンで行う場合では操作の結果が変わってきます 

 d.キーを押しながらのドラッグ&ドロップ 

ドラッグ＆ドロップ操作をする際、shift キーを押しながら 

行った場合と ctrl キーを押しながら行った場合とでは 

操作の結果が変わってきます 
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【演習 11】 

(1)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(2)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「フォルダ」を選択してください 

(3)上記(2)で作成したフォルダをマウスの左ボタンで 

ダブルクリックして開きます 

※画面いっぱい開かず、デスクトップの壁紙が見える程度の 

 大きさに調整しておいてください 

(4)上記(1)で作ったファイルを上記(2)で作ったフォルダへ 

  マウスの左ボタンでドラッグ＆ドロップします 

(5)上記(4)の操作を行ったフォルダ内にあるファイルを今度は 

  マウスの右ボタンでデスクトップ上へドラッグ＆ドロップします 

(6)ファイルをコピーするか移動するかメニューが出てきたら 

  「キャンセルする」を選択してください 

(7)今度はフォルダ内にあるファイルを shift キーを押しながら 

  マウスの左ボタンでデスクトップ上へドラッグ＆ドロップします 

(8)最後にデスクトップ上にあるファイルを ctrl キーを押し 

ながらマウスの左ボタンでフォルダへドラッグ＆ドロップします 

    

 ドラッグ＆ドロップでファイルを動かすと： 

マウスの左ボタンで同じフォルダ内を移動→場所が変わっただけ 

マウスの左ボタンで別のフォルダへ移動→別のフォルダへ移動 

マウスの右ボタンで別のフォルダへ移動 

→別のフォルダへ移動かコピーを選択 

shiftキーを押しながらマウスの左ボタンで別のフォルダ内へ移動 

→別のフォルダへ移動 

ctrlキーを押しながらマウスの左ボタンで別のフォルダ内へ移動 

→別のフォルダへコピー 
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⑤ デスクトップのアイコンとショートカット 

 デスクトップ上にあるアイコンは、なるべく少ないほど PC に 

 負担をかけません。 

 デスクトップにたくさんショートカットをおいての作業は PC に 

負荷がかかっているため、おすすめできません。 

 よく使うファイルやショートカットだけを置くようにしましょう。 

 

 ショートカットには２つの役割があります。 

 ・別のフォルダにあるファイルをすぐに使えるようにする、 

  「呼び鈴」のような役目 

 ・使用するデータファイルを指定し、プログラムを実行できる 

  （いちいち「ファイル」-「開く」という操作をしなくていい） 

 

【演習 12】 

(1)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(2)上記(1)で作成したファイルの上でマウスの右ボタンを 

シングルクリックして、「ショートカットの作成」を選択して下さい 

(3)デスクトップの壁紙上でマウスの右ボタンをシングルクリック 

  して、「新規作成」-「フォルダ」を選択してください 

(4)上記(3)で作成したフォルダをマウスの左ボタンでダブル 

クリックしてフォルダを開いてください 

(5)上記(1)で作成したファイルの上でマウスの右ボタンを 

シングルクリックして、「コピー」を選択して下さい 

(6)上記(3)で作成したフォルダの上でマウスの右ボタンを 

シングルクリックして、「ショートカットの貼り付け」を選択します 

(7)上記(6)で作成したショートカットの上でマウスの右ボタンを 

押しながら、デスクトップの上までドラッグ＆ドロップします 

(8)「ショートカットをここに作成」を選択して下さい 
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⑥ スタートボタン/タスクバー/タスクトレー 

 デスクトップ上に常に表示されている、いわば「総合受付」です 

 

 a.スタートボタン 

  インストールしたプログラムの実行、PC 内の各種設定、 

ファイルやフォルダの検索、Windows の終了などを行います 

 

 b.タスクバー 

  実行しているプログラム、開いているフォルダなどを並べて 

  表示しています。 

  マウスの左ボタンでクリックすると、クリックされたプログラムや 

  フォルダのウィンドウが手前に表示されます。 

（表示を切り替えることができる） 

  マウスの右ボタンでクリックすると、クリックされたプログラムや 

フォルダのウィンドウについて最大化や最小化、終了などを 

指定するサブメニューが表示されます。 

 

 c.タスクトレー 

   実行されている常駐プログラムを表示します。 

  クリックすると、常駐プログラムについての画面が開きます。 

  マウスの左ボタンでクリックしたり、右ボタンでクリックすると 

  違う画面が出てくるものもあります。 

  ※常駐プログラムとは「居座り続けるプログラム」のことで、 

   PC の制御や Windows の補助機能など、使用開始や 

   終了をいちいち指定しなくていいように、Windows 開始時に 

   自動的に実行されるように設定されています。   
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【演習 13】 

(1)デスクトップ上の「TeraPad」のショートカットを左ボタンで 

ダブルクリックして、「TeraPad」を起動します 

(2)画面の一番左下のスタートボタンを押して、 

「すべてのプログラム」-「TeraPad」-「TeraPad」を選択して 

ください 

(3)どちらの TeraPad 画面も同じように起動しているのを 

確認してください 

 

【演習 14】 

(1)画面の一番下側のタスクバーに、さきほどの演習 13 で 

起動した「TeraPad」が 2 つ表示されていることを確認して 

ください 

※「2 TeraPad」と数字がついている場合があります 

(2)タスクバー上にある「TeraPad」をそれぞれクリックして、 

2 つ起動された TeraPad のウィンドウが切り替わることを 

確認してください 

（「2 TeraPad」となっている場合はそれをクリックしてから、 

上側に表示されたそれぞれの画面切り替えボタンをクリック） 

 

【演習 15】 

(1)画面の一右下側のタスクトレイに、時刻が表示されて 

いることを確認してください 

(2)時刻を左シングルクリックして、現在日時の画面が表示 

されることを確認してください 

(3)時刻を右クリックして、現在日時の設定画面のメニューが 

されることを確認してください 
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⑦ ウィンドウの切り替え 

 色々なプログラムを実行したり、色々なフォルダを開けたままで 

 作業をしている場合、ウィンドウを効率よく切り替える必要が 

あります。 

 

(その１)画面の一番下のタスクバー上にある、それぞれの 

      ウィンドウを示すボタンをクリックすることで 

切り替えできます。また、同じプログラムで複数の 

ウィンドウを開いている場合は、ひとつにまとめられて 

開いている個数が左端に表示されています。 

(その２)alt キーを押しながら、tab キーを押すことで 

ウィンドウを切り替えできます 

(shift キーと alt キーを押しながら tab キーを 

押すと、ウィンドウの切り替えの順番が逆方向に 

なります) 

(その３)Windows Vista 以降の OS であれば 

キーを押しながら、tab キーを押すことで 

立体的な表示でウィンドウの切替えができます 

(shift キーとキーを押しながら tab キーを 

押すと、ウィンドウの切り替えの順番が逆方向に 

なります) 

 

 【演習 16】 

(1)「マイコンピュータ」「マイネットワーク」「マイドキュメント」 

「TeraPad」それぞれをダブルクリックして、画面を 

開いてください 

(2)alt キーを押しながら tab キーを押して、画面が切り替

わるのを確認してください。また、shiftキーを使って逆

方向の切り替えも行ってみてください 
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⑧ 一般的なウィンドウの基本操作 

 a.タイトルバー 

   各ウィンドウの上端に帯状に表示されます。 

   左端のアイコンをクリックすると、ウィンドウの操作メニューが 

   表示されます。 

   タイトルバーをダブルクリックす」るとウィンドウを最大化又は 

   元のサイズに戻す動作をします。また、タイトルバーを 

左シングルクリックして、そのままドラッグすると、ウィンドウを 

移動させることができます。 

   画面の左端のボタンはそれぞれ「最小化」「最大化」「閉じる」 

   動作をします。 

※ウィンドウが最大表示されている場合の「最大化」ボタンは 

 「元に戻る」動作を行います 

 

 b.メニューバー 

   タイトルバーの下に文字表示されているメニュー部分です。 

   「ファイル」「編集」「表示」…など、そのプログラムの操作一覧

でもあります。 

   「ファイル(F)」など、右横にあるアンダーラインの引かれた 

   アルファベットは、altキーを押しながらそのアルファベットの

キーを押すと、そのメニューを選択できるという意味です。 

 

 c.ウィンドウの左右上下の枠 

   マウスカーソルをのせると、マウスカーソルの形状がサイズ

変更モードに変わります。 

   そのまま左シングルクリックして、ドラッグするとウィンドウの

サイズが変更されます。 
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【演習 17】 

(1)「マイコンピュータ」を左ダブルクリックして、マイコンピュ

ータの画面を開いてください 

(2)マイコンピュータ画面のタイトルバーを左ダブルクリックし

て、画面を最大化してください 

(3)今度は、マイコンピュータ画面のタイトルバーをまた左ダ

ブルクリックして、画面を元に戻してください 

(4)alt キーを押しながら ｆ キーを押して、マイコンピュータ

の画面内の「ファイル」メニューを開いてください 

(5)alt キーを押しながら h キーを押して、マイコンピュータ

の画面内の「ヘルプ」メニューを開いてください 

(6)マイコンピュータの画面の左右の枠をマウスカーソルで

左ドラッグして、デスクトップいっぱいの幅に広げてくださ

い 

(7)マイコンピュータの画面の上下の枠をマウスカーソルで

左ドラッグして、デスクトップいっぱいの高さに広げてくだ

さい 

(8)マイコンピュータ画面のタイトルバーを左ダブルクリックし

て、画面の最大化/元に戻る動作がどうなるか確認して

ください 
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⑨ショートカットキー 

 

 a.クリップボードへ保持 

   以下の操作を行うと、選択していたファイルもしくはマウスで 

指定した範囲を「クリップボード」と呼ばれる領域（非表示）に 

保持します。 

   ・ctrl+x … 切り取り(カット) 

   ・ctrl+c … コピー 

 

 b.クリップボードに保持していた情報を貼り付け 

   上記 a.の操作を行ってから、以下の操作を行うと、クリップ 

ボードに保持されていたファイルもしくはマウスで指定した範囲

をマウスカーソルの場所へ「貼り付け」ます。 

   ・ctrl+v … 貼り付け(ペースト) 

 

 c.移動またはコピー 

   貼り付け操作を行う前に、切り取り操作かコピー操作を行って

いたかで、クリップボードに保持されていた情報を移動するかコ

ピーするかが変わります。 

   ・ctrl+x ついで ctrl+v … カット＆ペースト(移動) 

   ・ctrl+c ついで ctrl+v … コピー＆ペースト(コピペ) 

 

移動操作を行うと、クリップボードに保持されていた情報はクリ

アされますが、コピー操作の場合はクリップボードの情報はそ

のままです。（繰り返しコピーが可能） 

 

   ・ctrl+x,ctrl+v,ctrl+v,ctrl+v…移動は一度きり 

   ・ctrl+c,ctrl+v,ctrl+v,ctrl+v…繰返しコピー可能 
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【演習 18】 

(1)デスクトップの壁紙上で右クリックして、 

「新規作成」-「フォルダ」を選択してください 

(2)上記(1)で作成したフォルダを開きます 

(3)上記(2)で開いたフォルダ上で右クリックして、 

「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(4)上記(3)で作成したファイルを左シングルクリックして、 

選択してください 

(5)「ctrl」キーを押しながら「x」キーを押してファイルの情報を 

クリップボードに保持します(画面上では何も起こりません) 

(6)デスクトップの壁紙を左シングルクリックします 

(7)「ctrl」キーを押しながら「v」キーを押してファイルが 

デスクトップ上に移動したのを確認してください 

(8)もういちど「ctrl」キーを押しながら「v」キーを押して 

ファイルの移動操作が一度だけであることを確認してください 

 

【演習 19】 

(1)演習 18 の(7)で移動したファイルを左シングルクリックして、 

選択してください 

(2)「ctrl」キーを押しながら「c」キーを押してファイルの情報を 

クリップボードに保持します(画面上では何も起こりません) 

(3)演習 18 の(1)で作成したフォルダを選択します 

(4)「ctrl」キーを押しながら「v」キーを押してファイルが 

フォルダ上にコピーされたのを確認してください 

(5)もういちど「ctrl」キーを押しながら「v」キーを押して 

さらにファイルがコピーされることを確認してください 

※同じファイル名のファイルがあるため上書きするか 

 確認のメニューが出ることがあります 
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 d.すべて選択 

移動やコピー操作を行う場合、マウスの左シングルクリックで

範囲指定を行いますが、すべてを選択するショートカットキー

を使うと手間が省けます 

   ・ctrl+a … すべて選択 

 

【演習 20】 

(1)デスクトップの壁紙上で右クリックして、 

「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(2)上記(1)で作成したファイルをメモ帳またはテキストエディタ

で開きます 

(3)上記(2)で開いたファイルに何か文字を入力してください 

（数文字程度で充分です） 

(4)「ctrl」キーを押しながら「a」キーを押して入力した文字が 

反転表示されるのを確認してください 

(5)「ctrl」キーを押しながら「c」キーを押して反転した文字の 

情報をクリップボードに保持します 

(画面上では何も起こりません) 

(6)デスクトップの壁紙上で右クリックして、 

「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(7)上記(6)で作成したファイルをメモ帳またはテキストエディタ

で開きます 

(8)「ctrl」キーを押しながら「v」キーを押して、別のファイルにも 

同じ文字列がコピーされたのを確認してください 
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e.元に戻す(Undo) 

操作を間違えた場合など、手順をひとつ前の状態に戻したい

場合に使います。1度だけ戻せるものと、数回以上戻してくれ

るものがあり、ソフトによって違いがあります 

   ・ctrl+z … 元に戻す 

 

f.繰り返す(Redo) 

上記の「元に戻す」操作をやり直したい場合に使います。また

は、数回以上「元に戻す」操作を繰り返している場合、戻し過

ぎた場合にも使います。こちらも、1 度だけ繰り返すものと、

数回以上繰り返してくれるものがあり、ソフトによって違いが

あります 

   ・ctrl+y … 繰り返す 

 

【演習 21】 

(1)デスクトップの壁紙上で右クリックして、 

「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(2)上記(1)で作成したファイルを delete キーを押してごみ箱

に入れます 

(3)ゴミ箱のアイコンを左ダブルクリックしてごみ箱に上記(1)で

つくったファイルがあるのを確認してください 

(4)「ctrl」キーを押しながら「z」キーを押して、デスクトップに上

記(1)のファイルがまた表示されるのを確認してください 

(5) 「ctrl」キーを押しながら「y」キーを押して、上記(1)のファ

イルがまたごみ箱に入るのを確認してください 

 


