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1 一瞬で「すべて選択」 副島 ◎　周知・便利・簡単

2 「すべて」でなく大部分を一瞬で選択 副島 ○　ひねり技、操作には慣れ必要

3 コピペをキーボードでやる 久保田 ◎　周知・便利・必須

4 同じデータを複数作る

5 マウスに触らず「メニューバー」を使う

6 図のコピペを素早く

7 入力フォームへの記入を早く

8 ワードで行の先頭を揃える 徳田 ○　習熟を要するが、出来ると便利

9 全角/半角、日本語/英数の切り替え 勇介 ◎　周知・必須

10 日本語入力で英語を入れる 大塚 勇介 ？　特にいい技かどうか

11 「カタカナの誤変換」をゼロにする 久保田 勇介 ○　上級技　Ｆ7連打が慣れると便利

12 格段に速い「範囲指定」 勇介 ○　上級技　

13 キーボードでクリックする方法 勇介 ○　上級技

14 複数ファイルの選択 小畠 ◎　周知・必須

15 複数ファイルの削除 小畠 勇介 ◎　周知・便利・簡単

16 拡張子の見つけ方

17 新規文書、古い文書の開き方

18 マウスに触らず「右クリック」 大塚 勇介 ○　上級技

仕事が速くなる
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19 複数のウィンドウをすぐ閉じる

20 パソコン画面を撮影・保存する技術

21 ウィンドウだけを撮影・保存する

22 自動再生機能をオフにする

23 エクセルで連続データ入力

24 作成した文書からリンクを張る技術 久保田 ○　リンクを多用する作業があれば

25 斜体、下線など文字にメリハリを

26 一瞬でソフトを立ち上げる 吉田 勇介 ○　上級技

27 沢山のウィンドウを最小化する 竹内 勇介 ○　上級技

28 沢山のウィンドウを最大化する 勇介 ○　上級技

29 作業中のウィンドウを最小化・移動 副島 ○　上級技

30 二つのウィンドウを切り換える

31 文書・表・インターネットを同時に

32 文書ページの頭に一発移動 大塚 ◎　周知・便利・簡単

33 欲するページをピタリと出す

34 フォルダー間の上下移動 副島
？そもそもこの状態を作ることに問題あ
り

35 ファイルを他のフォルダーに移す

36 似たようなファイル名を付ける

画面を効率的に見る・動かす
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37 失われたファイルを検索する 弘文 徳田 荒川
？失われたファイルは簡単には見つから
ない

38 文字の表示統一を一発で 副島 ◎　出来るようになれば非常に便利

39 エクスプローラ画面を一発で 弘文 ◎　出来るようになれば非常に便利

40 エクセルの行・列の移動を速く

41 エクセルのワークシートを速くめくる

42 エクセルの行や列を非表示

43 エクセルの隣の行・列のコピー

44 ダブルクリックで範囲指定 石田 ？それほどのものか

45 マウスより速くファイルを開く技術

46 ファイル名を変える一瞬の技 久保田 副島 ◎　便利な上級技

47 プロパティの確認 勇介 ○　上級技

48 ファイルを間違いなくコピーする技

49 印刷の手続きを速くする 勇介 ？　印刷はとかく慎重にやるべきだ

50 ウェブの印刷部分を確定する

51 入力/変換ミスのやり直し

52 漢字変換のコツ

53 エクセルのセル内で改行する 石井 副島 ◎　周知・便利・簡単

54 エクセルで行や列をまるごと選択

パソコンがぐんと使い易くなる
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55 エクセルで横一列のデータ入力

56 エクセルでセルの書式設定 石井 ○　上級技

57 簡単なスペルチェックの方法 久保田 小畠 副島 ◎　便利な上級技

58 エクセルの表のコピー

59 エクセルのワークシートの増加

60 複数のエクセルファイルを使う技

61 文字の形・大きさを変える 石井 副島 ？　それほどのものかどうか

62 ウェブでのスクロール 矢野 久保田 ◎　便利な上級技

63 ＵＲＬ入力の技 竹内 ？　これを使うケースはそれほど無い

64 前ページ、次ぎページへの移動 大塚 ○　上級技

65 沢山のウェブページを見る

66 ネット情報の比較検討

67 新しいタブを開く方法

68 ネットのホームへの戻り方

69 ウェブページの全画面表示 矢野 吉田 ◎　便利な上級技

70 ウェブページのズーム・インとアウト

71 ウェブページの最新画面

72 大量のウェブ画面を一挙に閉じる

インターネットが更に便利になる
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73 ウェブページの脱出 矢野 ◎　便利な上級技

74 お気に入りの追加 荒川 副島 ○　上級技

75 以前見たウェブページを開きたい

76 受信メールの素早いチェック 勇介 ？　速くより慎重にがよいのでは

77 未読メールをゼロにする 勇介 ？　速くより慎重にがよいのでは

78 メールの一発削除 副島 勇介 ？　速くより慎重にがよいのでは

79 返信メールの開き方 小畠 勇介 ○　上級技

80 メールの転送 副島 勇介 ○　上級技

81 素早いメールの送信 勇介 ？　速くより慎重にがよいのでは

82 素早い添付ファイルの送信 石田 ？　速くより慎重にがよいのでは

83 アドレス帖から宛先を素早く見つける

84 ワード・エクセルから直接メール

85 操作ミスの前の状態に戻る法 矢野 徳田 ◎　便利な上級技

86 やり直しのやり直し 矢野 徳田 ◎　便利な上級技

87 セーブを常にやって置く方法 久保田 ◎　便利な上級技

88 文字化けメールを直す

89 添付ファイルが開き易くなる

ミスやトラブルを無縁にする

メールをもっと使いこなす
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90 パソコンのフリーズ対策 亀山 この操作の正しい理解が必要！

91 パソコンが起動しないトラブル

92 パソコン・セキュリティの基本技

93 秘密の文書の守り方

竹内 矢野 弘文 大塚 徳田 荒川 吉田 久保田 石井 小畠 副島 亀山 石田 勇介

2 5 2 4 4 2 2 6 3 2 12 1 2 18

今更という感じの技

マウスの方がむしろいいかも？

出来るようになれば非常に便利
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