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アプリを起動しよう

05 アプリを起動しよう
ここで学ぶこと
・アプリ
・スタートメニュー
・検索

Windows 11 で Web ページを閲覧したり、メールや写真などを楽しんだりするに
は、スタートメニューから目的のアプリを選択して起動します。目的のアプリが見
つからない場合は、検索を利用してアプリを起動することもできます。

1 スタートメニューからアプリを起動する
2

解説

1

の基本をマスターしよう
Windows 11

（［スタート］ボタン）をクリックするか、
を押してスタートメニューを表示します。

アプリを起動する
Windows 11にインストールされている
アプリは、スタートメニューから起動で
きます。右の手順では、
「メモ帳」を例に
アプリの起動方法を説明しています。

2 スタートメニュー右側の の上に
マウスポインターを移動すると、

重要用語
アプリとは？
アプリは、文書や表の作成といった特定
の作業を行うことのできるソフトウェア
です。アプリには、Windows 11 に標準
で備わっているもののほか、追加でイン
ストールできるものがあります。
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3

が表示されるのでクリックして画面をスクロールします。

07

Section
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07

よく使うアプリを
ピン留めしよう

ここで学ぶこと
・ピン留め
・タスクバー
・スタートメニュー

アプリは、タスクバーやスタートメニューにピン留めできます。タスクバーにピン
留めすると、タスクバーから目的のアプリをすばやく起動できます。スタートメ
ニューにピン留めすると、
「ピン留め済み」にアプリのボタンが表示されます。

1 スタートメニューからタスクバーにピン留めする
2

解説

の基本をマスターしよう
Windows 11

タスクバーにアプリを
ピン留めする

1

（［スタート］ボタン）をクリックするか、
を押します。

アプリをタスクバーにピン留めする方法
には、スタートメニューから行う方法と
起動中のアプリをピン留めする方法があ
ります。右の手順では、
「ヒント」アプリ
を例にスタートメニューからアプリをピ
ン留めする方法を説明しています。起動
中のアプリをピン留めする方法は 48 ペ
ージを参照してください。

2 スタートメニューが表示されます。

重要用語
ピン留め
ピン留めとは、あらかじめ決められた場
所（タスクバーやスタートメニュー）にア
プリの起動用ボタンを表示する機能で
す。
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3 ［すべてのアプリ］をクリックします。

08

Section

タスクビューを利用しよう

08 タスクビューを利用しよう
ここで学ぶこと
・タスクビュー
・仮想デスクトップ
・ウィンドウ整理

複数のアプリを同時に起動すると、デスクトップにウィンドウが所狭しと表示され、
作業効率が低下します。タスクビューや仮想デスクトップを利用すると、かんたん
にアクティブウィンドウを切り替えたり、ウィンドウを整理したりできます。

1 タスクビューを表示する
2

1

解説

の基本をマスターしよう
Windows 11

タスクビューを利用する
タスクビューでは、利用中のアプリをサ
ムネイルで一覧表示したり、仮想デスク
トップ（51 ページ参照）の作成や利用中
の仮想デスクトップの切り替えを行った
りできます。右の手順では、タスクビュ
ーを表示して、アクティブウィンドウを
切り替える方法を説明しています。

2 タスクビューが表示され、利用中のアプリやアプ

ショートカットキー

リの利用履歴がサムネイルで一覧表示されます。

タスクビューの表示
タスクビューの表示は、

3 サムネイル（ここでは［メモ帳］）をクリックすると、
を押しなが

ら ÌTabÔ を押します。

補足
デスクトップに戻る
タスクビューの表示からデスクトップに
戻りたいときは、再度

をクリックす

るか、 Esc を押します。また、サムネイ
ルが表示されていない場所をクリックし
てもデスクトップに戻ります。
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をクリックすると、

4 手順 でクリックしたアプリが最前面に表示

されてアクティブウィンドウが切り替わります。
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22

OneDriveにデータを
保存しよう

ここで学ぶこと
・OneDrive
・アップロード
・同期状態

OneDrive は、マイクロソフトが提供しているインターネット上のデータ保管庫で
す。
オンラインストレージとも呼ばれます。エクスプローラーのナビゲーションウィ
ンドウに表示される「OneDrive」フォルダーを通して利用できます。

1 エクスプローラーで OneDrive にファイルを保存する

ファイルを利用しよう

3

解説
OneDrive にデータを保存する

1 OneDrive に保存したいファイルがあるフォルダー（ここでは、
［ビデオ］
）をエクスプローラーで開きます。

2 OneDrive に保存したいファイル／フォルダー
（ここでは［ワイン動画］）をクリックし、

インターネット上のデータ保管庫である
OneDrive は、通常、エクスプローラー
のナビゲーションウィンドウに表示され
る「OneDrive」フォルダーを通して利用
します。「OneDrive」フォルダーの内容
は、インターネット上の OneDrive と常
に同じ内容になるように同期されていま
す。このため、「OneDrive」フォルダー
にファイルやフォルダーを保存すると、
その内容が自動的にインターネット上に
ある OneDrive にアップロードされるほ
か、ファイルの削除や名前の変更などを
行うとその結果も反映されます。また、
インターネット上の OneDrive 内のデー
タに変更を加えると、その内容は、パソ
コンの「OneDrive」フォルダーに自動的
に反映されます。
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3

をクリックします。

4 ［OneDrive］をクリックします。

5

をクリックします。
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24 ファイルを検索しよう
ここで学ぶこと
・タスクバー
・検索ウィンドウ
・エクスプローラー

目的のファイルが見つからないときは、検索を行います。Windows 11 には、パ
ソコン内のアプリやファイルなどを検索する機能があるので、かんたんな操作で目
的のファイルを見つけ出せます。

1 タスクバーから検索する

ファイルを利用しよう

3

解説

1 タスクバーの

をクリックします。

ファイルを検索する
ファイル検索は、右の手順で検索ウィン
ドウを開き、検索ボックスにキーワード
を入力することで行います。また、検索
ウィンドウでは、パソコン内のファイル
の検索だけでなく、インターネット検索
やアプリの検索なども行えます。

2 検索ウィンドウが表示されます。

ヒント
スタートメニューから検索する
検索ウィンドウは、スタートメニュー上
部にある検索ボックスをクリックするこ
とでも表示されます。
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30

Webページをコレクション
で管理しよう

ここで学ぶこと
・コレクション
・カード
・表示／削除

コレクションを利用すると、気になる Web ページをグループ単位でかんたんに管
理できます。たとえば、ネット通販の気になる商品の Web ページや、仕事に使う
Web ページなどをグループ単位で分類・管理できます。

1 Web ページをコレクションに追加する
解説

インターネットを利用しよう

4

1 登録したいWebページを表示します。

コレクションを利用する
コレクションはブックマークとよく似た
機能ですが、ブックマークよりも手軽に
使えて、追加や削除などの整理がかんた
んに行えます。閲覧中の Web ページは、
右の手順でコレクションに追加できま
す。

2

をクリックします。

3 画 面 右 側 にコレク
ション画面が表示さ
れます。

4 ［新しいコレクション
ヒント
はじめて利用するときは
コレクションをはじめて使用するとき
は、コレクションの説明画面が表示され、
画面の指示に従って操作すると、手順
の画面が表示されます。
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を開始する］をクリッ
クします。
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37 PDFを閲覧／編集しよう
ここで学ぶこと
・PDF
・ハイライト
・手書き

Microsoft Edge は、PDF ファイルの閲覧機能を備えています。また、かんたんな
編集機能も備えており、選択した文字列をハイライトで表示したり、手書きで文字
や図形を書き込んだりといったことが行えます。

1 PDF を表示する
解説

インターネットを利用しよう

4

1 エクスプローラーを起動し、閲覧したい PDFファイルが
保存されたフォルダーを表示します。

PDF の編集
Microsoft Edge が備えている PDF ファ
イルの編集機能は、右の手順で利用でき
ます。PDF ファイルは、パソコンだけで
なく、スマートフォンやタブレットなど
でも同じように見ることができるファイ
ルの形式です。PDF は、会社などで利用
される資料や取り扱い説明書の配布な
ど、文書の配布形式として広く普及して
います。

2 閲覧したいPDFファイルをダブルクリックします。
3 PDFファイルがMicrosoft Edgeで表示されます。
補足
違うアプリが起動した場合
手順

で Microsoft Edge ではなく、別の

アプリで PDF ファイルが表示されたと
きは、パソコンに PDF 閲覧用のアプリが
インストールされています。Microsoft
Edge で PDF ファイルを表示したいとき
は、PDF ファイルを右クリックし、［プ
ログラムから開く］→［Microsoft Edge］
とクリックします。
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45 迷惑メールを登録しよう
ここで学ぶこと
・迷惑メール
・スパムメール
・フィッシングサイト

メールを利用していると、スパムメールやスパイウェアを潜ませたメールやフィッ
シングサイトに誘導するためのメールが送られてくる場合があります。このような
怪しいメールは、迷惑メールとして登録しましょう。

1 特定のメールを迷惑メールに登録する
解説

1

をクリックし、

迷惑メールに登録する

メールを利用しよう

5

「迷惑メール」とは、無断で送信されてく
る宣伝や勧誘のメール、詐欺や情報漏え
いの危険が潜んでいる可能性が高いメー
ルなどの総称です。Outlook.comのメー
ルアドレスに迷惑メールが届いた場合
は、右の手順で操作を行うと、同じメー
ルアドレスから届いたメールが自動的に
「迷惑メール」フォルダーに移動するよう
になります。

注意
迷惑メール登録時の制限
迷惑メールの登録機能を利用できるの
は、アカウントの種類を「IMAP」に設定
し、あらかじめ「迷惑メール」フォルダー
に該当するフォルダーが作成されている
場合に限ります。また、プロバイダーメ
ールでは、
「迷惑メール」フォルダーにメ
ールが移動しただけで登録が行えなかっ
たり、正常に移動しなかったりなど、こ
の機能が正常に動作しない場合がありま
す。

162

2 迷惑メールに登録したいメールの

チェックボックスをオンにします。

4 ［迷惑メール］をクリックします。

3 ［移動］をクリック
します。
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54

iPhoneと写真や音楽を
やり取りしよう

ここで学ぶこと
・iPhone
・写真／ビデオ
・音楽

「フォト」アプリを利用すると、iPhone で撮影した写真やビデオをパソコンに取り
込めます。また、Apple が無償配布している iTunes をインストールすると、パソ
コンに保存されている音楽ファイルを iPhone に転送できます。

1 iPhone の写真をパソコンに転送する
解説
iPhone から写真やビデオを
取り込む

1 iPhone のロックを解除して、USBケーブルでパソコンと
接続します。

iPhone で撮影した写真やビデオは、iPh

音楽／写真／ビデオを活用しよう

6

one とパソコンを USB ケーブルで接続
し、
「フォト」アプリを利用することで転
送できます。なお、はじめて iPhone を
パソコンに接続したときは、右の手順
の通知バナーが表示される前後に写真や
ビデオへのアクセス許可を求めるダイア
ログボックスが表示されたり、パスコー
ドの入力を求められたりする場合があり
ます。アクセス許可を求めるダイアログ
ボックスが表示されたら、必ず［許可］を
タップしてください。

補足
通知バナーについて
通知バナーが表示されるのは、iPhoneで
撮影した写真やビデオをはじめてパソコ
ンに転送するときのみです。次回からは
通知バナーは表示されません。
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2 通知バナーが表示されたら、クリックします。
3 ［写真とビデオのインポート］をクリックします。
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85

Windows 11に
アップグレードしよう

ここで学ぶこと
・アップグレード
・PC正常性チェックアプリ
・システム最小要件

Windows 11 の最小システム要件を満たした Windows 10 インストール済みのパ
ソコンは、無償で Windows 11 にアップグレードできます。Windows 11 へのアッ
プグレードは、Windows Update を利用する方法と手動で行う方法があります。

1 Windows Updateでアップグレードできるかを確認する
解説

10
の初期設定をしよう
Windows 11

1

をクリックし、

2

をクリックします。

パソコンを確認する
Windows 10を利用しているパソコンを
Windows 11 にアップグレードするに
は、利用中のパソコンが Windows 11 の
最小システム要件を満たしている必要が
あ り ま す。Windows 11 は、Windows
10 よりも厳しい最小システム要件が求
められており、Windows 10 がインスト
ールされているすべてのパソコンがWin
dows 11にアップグレードできるわけで

3 画面をスクロールして、

はありません。右の手順では、現在利用
中のパソコンがWindows 11の最小シス
テム要件を満たしているかどうかを確認
しています。

注意
Windows 10 バージョン 2004
以降が必要
Windows 11 にアップグレードするに
は、Windows 10 バージョン 2004（May
2020 Update）以降を利用している必要
があります。バージョン 2004 以前の Wi
ndows 10 を利用しているときは、バー
ジョン 2004 以降までアップグレードし
てください。
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4 ［更新とセキュリティ］をクリックします。

