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★日時:５月１８日（日）15:00～ 

★場所:江別市情報図書館デモ展示室 

上記場所にてＥＰＯＣの第２６回年次総会を開催しますので、多数

の参加をお待ちしています。当日は大局的見地に立った発言、ご要

望等頂き、それをＥＰＯＣの指針にして活動して行きたいと思って

いますので宜しくお願いします。 

尚、アンケート葉書を、４月１８日発送しますの

で、要望等を書いて５月９日迄に返信して下さい。 （（（（髙橋 晃) 

南條道夫さん 江別市野幌末広町 

１月１２日に始めてＥＰＯＣ講習会（デジカ

メ入門）に参加させて頂き、パソコンの基礎

を勉強してみたいと希望します。 

南 政次さん 江別市野幌松並町 

南條さんと知り合いで、ＥＯＰＣの事をし

り、パソコンの基本と、写真の編集の仕方 

を学びたいと思いました。 

 

 

 

 

 

 

例年通り、懇親会を午後５時３０分より行います。 

漸く暖かくなってきました春の夜を皆で楽しみましょう。 

場所等、詳細については後日連絡します。 

総会後総会後総会後総会後のののの懇親会懇親会懇親会懇親会  
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情報図書館 
15:00～17:00 

 

 

 

 

 

情報図書館 
 

 

★平成２６年３月８日（土） 

  講師 竹内 秀機さん 参加者:１６名 

 ＝学習内容＝「Adobe PhotoshopElements」 

       使用の作品作り 

 レイヤーを積み重ね、色々な画像と文字の 

 表現を実施し、詩や名言、格言などを表示  

 してＡ4版の壁掛けアートを作りました。 

 追記：会員皆様、熱真に受講して下さり、あ  

 りがとうございました。又機会が有れ  

 ばPhotoshop Elementsを使用して何  

 か作品を作りたいと思います！ 

             

情報図書館 

 

 

 

            

 

 

 ★平成２６年３月２２日（日） 

  講師 小池美津子さん  参加者:１７名 

 

 

 

★平成２５年度 第２１回 ３月８日（土） 

 講師 猪股嘉治さん   参加者:１２名 

      ＝学習内容＝ 

    フリーソフト「DtCut」操作 

 パソコンの画面をコピーするソフト 

 を使用してその操作を学びました。 

★平成２５年度 第２２回 ３月２２日（土) 

 講師 藤倉万里子さん  参加者:1１名 

       ＝学習内容＝ 

      Ｗｏｒｄ 「描画」 

基本図形から頂点の編集をしまし

た。本年度は今日で終了ですが、２６年度 

もOffice部会は行います。次回4/12は猪股で 

フリーソフト「ファイルのバックアップ」 

です。ノートパソコンある方は持参下さい。 

情報図書館 
15:00～17:00 

★平成２６年３月２日（日） 

  講師 西山万里子さん  参加者:３名 

 ＝学習内容＝下記練習問題を致しました。 

問題22 border-top-style: 値 枠線（上） 

のスタイルを指定する（二重線・破線） 

問題23 border-width:値 枠線の太さ指定 

問題24 border-top-width: 値、枠線の太さ  

    指定（上・右・下・左） 

問題25 border-color : 値、枠線の色指定 

問題26 padding :値内容と枠線の間隔指定 

問題27 margin : 値 余白を指定する 

 

  

 ★平成２６年３月２２日（土） 

 講師  矢萩 巽さん  参加者:１８名 

 ＝学習内容＝2010の機能強化 

 Office 2013がリリースされて1年経ちまが 

 2010をこれからも使っていこうという方に 

 Word 2010の機能強化された中から抜粋して 

 下の7項目を学習しました。 

 1.ナビゲーションウィンドウ機能 

 2.ペーストプレビュー機能 

  3.テキスト効果機能 

 4.画像修整/アート効果機能 

 5.画像の背景削除機能 

 6.画像のトリミング機能 

 7.スクリーンショット機能 

情報図書館 

13:00～15:30 

情報図書館 

10:15～12:00 

情報図書館 

10:15～12:00 

＝学習内容＝ 

「Word2010対策テキスト」を基に、 

「内容評価基準３」の章から抜粋して学

習しました。 

 

1.「ヘッダー」に組み込みのパーツを挿  

 入し、その後、位置・フォントサズ・    

 日付の書式変更等 書式を自在に変更 

2.「フッター」の学習では、ページ下部 

 に「楕円」のページ番号を挿入し、そ 

 の後、番号書式や位置を変更 

3.「段組み」の学習では、複数の段み・  

 境界線・段の幅・段区切り等 長文で 

 のレイアウトについて 

4.「ページ罫線」の学習では、本文のど 

 の位置に設定するかを確認 

以上、文書の中に挿入して使える様々な

書式が設定された部品集である「文書

パーツ」の活用について確認しました。 

次回 4月26日（土）からは、いよいよ 

Excelについて「Excel2010 基礎」を元に

皆で学習していきましょう。 

情報図書館 

13:00～14:50 
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      ２２２   日（水）日（水）日（水）      13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00      ●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場   

      ６６６   日（日）日（日）日（日）   13:0013:0013:00～～～15:3015:3015:30      ●●●WebWebWeb学習会・情報図書館学習会・情報図書館学習会・情報図書館   

 １１ １１ １１   日（金）日（金）日（金）   13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50      ●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館   

１２１２１２   日（土） 日（土） 日（土）    

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00      ●●●DCEDCEDCE・情報図書館・情報図書館・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50      ●会員への講習会 ・情報図書館●会員への講習会 ・情報図書館●会員への講習会 ・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00      ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館      

１３１３１３   日（日）日（日）日（日）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00      ●市民向け講習会 ●市民向け講習会 ●市民向け講習会 ExcelExcelExcel初歩・情報図書館初歩・情報図書館初歩・情報図書館   

１５１５１５   日（火）日（火）日（火）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00      ●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館   

 １９ １９ １９   日（土）日（土）日（土）   13:0013:0013:00～～～15:0015:0015:00      ●皆川教室・野幌公民館●皆川教室・野幌公民館●皆川教室・野幌公民館   

２６２６２６   日（土）日（土）日（土）   

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00      ●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50      ●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00      ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館      

      ７７７   日（水）日（水）日（水）      13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00      ●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場●シニア部会・大麻えぽあ会場   

         ９９９   日（金）日（金）日（金）   13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50      ●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館●シニア部会・情報図書館   

１０１０１０   日（土） 日（土） 日（土）    

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00      ●●●DCEDCEDCE・情報図書館・情報図書館・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50      ●会員への講習会 ・情報図書館●会員への講習会 ・情報図書館●会員への講習会 ・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00      ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館      

１１１１１１   日（日）日（日）日（日）   
13:0013:0013:00～～～15:3015:3015:30      ●●●WebWebWeb学習会・情報図書館学習会・情報図書館学習会・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00      ●市民向け講習会 ●市民向け講習会 ●市民向け講習会 WordWordWord入門・情報図書館入門・情報図書館入門・情報図書館   

 １８ １８ １８   日（日）日（日）日（日）      15:0015:0015:00～～～      ●平成２６年度総会・情報図書館●平成２６年度総会・情報図書館●平成２６年度総会・情報図書館   

２０２０２０   日（火）日（火）日（火）   13:0013:0013:00～～～16:0016:0016:00      ●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館●シニア部会・野幌公民館   

２４２４２４   日（土）日（土）日（土）   

10:1510:1510:15～～～12:0012:0012:00      ●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館●学習部会・情報図書館   

13:0013:0013:00～～～14:5014:5014:50      ●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館●サムデイ・情報図書館   

15:0015:0015:00～～～17:0017:0017:00      ●●●OfficeOfficeOffice部会・情報図書館部会・情報図書館部会・情報図書館      

 

 

★日時 ３月１５日（土）  

 講師 皆川雅章さん 世話人 髙橋 晃さん 参加者 ５名 

★学習内容 飛行機の機体と翼を３Ｄにて作成する。 

 今回は、飛行機の写真を利用して作る

操 

 作を行いましたが、次回４月１９日

（土）に右記の図のように完成させたい

野幌公民館    

13:00～16:00 

 

３月 

 

              

  

大麻大麻大麻大麻えぽあえぽあえぽあえぽあ会場会場会場会場        ３３３３月月月月    ５５５５日日日日（（（（水水水水））））    

情報図書館情報図書館情報図書館情報図書館    ３３３３月月月月１４１４１４１４日日日日（（（（金金金金））））    

野幌公民館野幌公民館野幌公民館野幌公民館    ３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（火火火火））））    
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Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft ＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥＯＦＦＩＣＥ            ２０１３２０１３２０１３２０１３のののの新機能新機能新機能新機能２０１３２０１３２０１３２０１３のののの新機能新機能新機能新機能２０１３２０１３２０１３２０１３のののの新機能新機能新機能新機能            

「「「「Excel 2013Excel 2013Excel 2013Excel 2013のののの新機能新機能新機能新機能」」」」    

Excel 2013Excel 2013Excel 2013Excel 2013はははは、、、、充実充実充実充実したしたしたした新新新新しいしいしいしいテンプレートテンプレートテンプレートテンプレートからからからから簡単簡単簡単簡単ににににワークシートワークシートワークシートワークシートをををを作成作成作成作成できまできまできまできま

すすすす。。。。またまたまたまた、「、「、「、「クイッククイッククイッククイック分析分析分析分析」」」」のののの機能機能機能機能をををを使使使使うことでうことでうことでうことで、、、、書式設定書式設定書式設定書式設定、、、、グラフグラフグラフグラフ化化化化、、、、集計集計集計集計などがなどがなどがなどが

簡単簡単簡単簡単にににに行行行行えるようになっていますえるようになっていますえるようになっていますえるようになっています。。。。さらにさらにさらにさらに、「、「、「、「おすすめおすすめおすすめおすすめグラフグラフグラフグラフ」」」」というというというという機能機能機能機能をををを利用利用利用利用すすすす

ればればればればデータデータデータデータにににに合合合合ったったったったグラフグラフグラフグラフがすぐにがすぐにがすぐにがすぐに作成作成作成作成できますできますできますできます。。。。    

■■■■ 豊富豊富豊富豊富ななななテンプレートテンプレートテンプレートテンプレート    
Excel 2013を起動すると、スタート画面が表示されます。ここから数多くのテンプレートが

選択できます。 

Excelを起動すると、テンプレートがカテゴリ

に分かれて選択できます。 

カテゴリをクリックすると、数多くのテンプ

レートから、簡単にワークシートが作成でき

ます。 

■■■■ クイッククイッククイッククイック分析分析分析分析レンズレンズレンズレンズ    
Excel 2013の新機能「クイック分析」を利用すると、表を瞬時にわかりやすく、見やすく表

示できます。表を範囲選択すると、右下に［クイック分析］が表示され、マウスを大きく移

動せずに表のセルをわかりやすく色分けしたりグラフ化や集計ができるようになりました。 

表を範囲選択すると、［クイック分析］が 

表示されます。クリックすると、タブで 

区切られた分析画面が表示されます。 

［書式］では、データバーやカラースケール 

で値の多い、少ないをデータバーやカラー 

スケールなどで表現できます。 

［グラフ］では、グラフウィザードなどを選択       

 しなくても、瞬時にグラフが作成できます。 

［合計］では、計算式を利用し、合計や平均な

どよく利用される集計を行うことができます。 
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■■■■  おすすめおすすめおすすめおすすめグラフグラフグラフグラフ    
今まで、グラフを作成するときに、「どのグラフにしたら効果的だろう？」と迷ったことは

ありませんか？Excel 2013では、範囲のデータを分析し「おすすめグラフ」に効果的にデー

タをビジュアル化できるグラフを一覧で紹介してくれます 

データ範囲を選択し、［挿入］－［おすすめ

グラフ］をクリックします。 

データに合うグラフ形式が自動的に判断され、 

表示されるので、形式を選択して［OK］ボタン 

をクリックするだけで迷うことなくグラフが 

作成できます 「「「「Word 2013Word 2013Word 2013Word 2013のののの新機能新機能新機能新機能」」」」    

Word 2013Word 2013Word 2013Word 2013はははは、、、、閲覧閲覧閲覧閲覧モードモードモードモードがががが新新新新しくなりしくなりしくなりしくなり、、、、文章文章文章文章をををを読読読読みやすくなりましたみやすくなりましたみやすくなりましたみやすくなりました。。。。またまたまたまた、、、、文書文書文書文書をををを開開開開いたいたいたいた

ときにときにときにときに、、、、前回文書前回文書前回文書前回文書をををを閉閉閉閉じたときのじたときのじたときのじたときの画面画面画面画面のののの位置位置位置位置にににに移動移動移動移動することができるようになりましたすることができるようになりましたすることができるようになりましたすることができるようになりました。。。。    

今今今今までまでまでまで開開開開けなかったけなかったけなかったけなかったPDFPDFPDFPDF文書文書文書文書もももも、、、、Word 2013Word 2013Word 2013Word 2013でででで開開開開いていていていて編集編集編集編集ができるようになりましたができるようになりましたができるようになりましたができるようになりました。。。。    

■■■■ 新新新新しくなったしくなったしくなったしくなった閲覧閲覧閲覧閲覧モードモードモードモード    

今までの閲覧モードよりも、文字も大きくなり、文章も読みやすくなりました。図は小さめに 

表示されますが、ダブルクリックすると画面中央に大きく表示されます。 

画面の「閲覧モード」ボタン

をクリックすると「閲覧モー

ド」になり、文字が読みやす

くなります。 

画像を大きく表示したい場合

は、画像をダブルクリツクし

ます。 

 

画像が大きくなりました。 
■■■■ ＰＤＦＰＤＦＰＤＦＰＤＦのののの編集編集編集編集がががが可能可能可能可能    

今までのWordは、PDFとして保存や閲覧は、可能でしたが、編集は出来ませんでした。 

Word 2013では、PDFの編集が出来るようになりました。 

Wordを立ち上げて、「ファイル」→「開く」→該当する「PDF文書」を選択すると、 

Wordで編集出来る様になります。 

 

 



 

                － 6 － 

 春春春春のののの訪訪訪訪れとれとれとれと共共共共にににに、、、、日差日差日差日差しにしにしにしに誘誘誘誘われてか われてか われてか われてか 何何何何かしかしかしかし

らららら新新新新しいしいしいしい事事事事にににに目目目目をををを向向向向けてしまいますけてしまいますけてしまいますけてしまいます。。。。    

 恒例恒例恒例恒例となったとなったとなったとなった、、、、モデルチエンジモデルチエンジモデルチエンジモデルチエンジややややリニュアールリニュアールリニュアールリニュアール。。。。誰誰誰誰しもがしもがしもがしもが、、、、新新新新らしらしらしらし物好物好物好物好きに なるきに なるきに なるきに なる季節季節季節季節ですですですです。。。。恒例恒例恒例恒例となったとなったとなったとなった、、、、モデルチエンジモデルチエンジモデルチエンジモデルチエンジややややリニュアールリニュアールリニュアールリニュアール。。。。誰誰誰誰しもがしもがしもがしもが、、、、新新新新らしらしらしらし物好物好物好物好きに なるきに なるきに なるきに なる季節季節季節季節ですですですです。。。。恒例恒例恒例恒例となったとなったとなったとなった、、、、モデルチエンジモデルチエンジモデルチエンジモデルチエンジややややリニュアールリニュアールリニュアールリニュアール。。。。誰誰誰誰しもがしもがしもがしもが、、、、新新新新らしらしらしらし物好物好物好物好きに なるきに なるきに なるきに なる季節季節季節季節ですですですです。。。。            

パソコンパソコンパソコンパソコン界界界界ももももパソコンパソコンパソコンパソコン界界界界ももももパソコンパソコンパソコンパソコン界界界界ももももWinXPWinXPWinXPにににに別別別別れをれをれをれを告告告告げげげげ、、、、ここここここここ近年近年近年近年、、、、革新的革新的革新的革新的なななな技術改革技術改革技術改革技術改革はははは無無無無いもののいもののいもののいものの、、、、タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネルややややにににに別別別別れをれをれをれを告告告告げげげげ、、、、ここここここここ近年近年近年近年、、、、革新的革新的革新的革新的なななな技術改革技術改革技術改革技術改革はははは無無無無いもののいもののいもののいものの、、、、タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネルややややにににに別別別別れをれをれをれを告告告告げげげげ、、、、ここここここここ近年近年近年近年、、、、革新的革新的革新的革新的なななな技術改革技術改革技術改革技術改革はははは無無無無いもののいもののいもののいものの、、、、タッチパネルタッチパネルタッチパネルタッチパネルやややや

646464ビットビットビットビットの よりの よりの よりの より高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載ものにものにものにものに変変変変わってわってわってわって来来来来ましたましたましたました。。。。ハードハードハードハードも も も も ソフトソフトソフトソフトも も も も 各種各種各種各種アプリアプリアプリアプリビットビットビットビットの よりの よりの よりの より高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載ものにものにものにものに変変変変わってわってわってわって来来来来ましたましたましたました。。。。ハードハードハードハードも も も も ソフトソフトソフトソフトも も も も 各種各種各種各種アプリアプリアプリアプリビットビットビットビットの よりの よりの よりの より高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載高速 多重演算子搭載ものにものにものにものに変変変変わってわってわってわって来来来来ましたましたましたました。。。。ハードハードハードハードも も も も ソフトソフトソフトソフトも も も も 各種各種各種各種アプリアプリアプリアプリ

も こぞっても こぞっても こぞっても こぞって模様替模様替模様替模様替ええええ！ ！ ！ ！ も こぞっても こぞっても こぞっても こぞって模様替模様替模様替模様替ええええ！ ！ ！ ！ も こぞっても こぞっても こぞっても こぞって模様替模様替模様替模様替ええええ！ ！ ！ ！             

消費税消費税消費税消費税アップアップアップアップをををを横目横目横目横目でにらみつつでにらみつつでにらみつつでにらみつつ、、、、レガシーレガシーレガシーレガシー（（（（時代遅時代遅時代遅時代遅れのれのれのれのコンピューターシステムコンピューターシステムコンピューターシステムコンピューターシステム・・・・前代前代前代前代ののののシスシスシスシス消費税消費税消費税消費税アップアップアップアップをををを横目横目横目横目でにらみつつでにらみつつでにらみつつでにらみつつ、、、、レガシーレガシーレガシーレガシー（（（（時代遅時代遅時代遅時代遅れのれのれのれのコンピューターシステムコンピューターシステムコンピューターシステムコンピューターシステム・・・・前代前代前代前代ののののシスシスシスシス消費税消費税消費税消費税アップアップアップアップをををを横目横目横目横目でにらみつつでにらみつつでにらみつつでにらみつつ、、、、レガシーレガシーレガシーレガシー（（（（時代遅時代遅時代遅時代遅れのれのれのれのコンピューターシステムコンピューターシステムコンピューターシステムコンピューターシステム・・・・前代前代前代前代ののののシスシスシスシス

テムテムテムテムとととと言言言言ったったったった意味意味意味意味））））システムシステムシステムシステムにににに別別別別れをれをれをれを告告告告げますげますげますげます。。。。さてさてさてさて、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、何何何何をををを、、、、リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュしますしますしますしますテムテムテムテムとととと言言言言ったったったった意味意味意味意味））））システムシステムシステムシステムにににに別別別別れをれをれをれを告告告告げますげますげますげます。。。。さてさてさてさて、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、何何何何をををを、、、、リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュしますしますしますしますテムテムテムテムとととと言言言言ったったったった意味意味意味意味））））システムシステムシステムシステムにににに別別別別れをれをれをれを告告告告げますげますげますげます。。。。さてさてさてさて、、、、あなたはあなたはあなたはあなたは、、、、何何何何をををを、、、、リフレッシュリフレッシュリフレッシュリフレッシュしますしますしますします

かかかか？？？？かかかか？？？？かかかか？？？？            

            一句一句一句一句：：：：一句一句一句一句：：：：一句一句一句一句：：：：            ニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデルニューモデル            影影影影がががが薄薄薄薄れるれるれるれる影影影影がががが薄薄薄薄れるれるれるれる影影影影がががが薄薄薄薄れるれるれるれる            レガシーレガシーレガシーレガシーををををレガシーレガシーレガシーレガシーををををレガシーレガシーレガシーレガシーをををを            待待待待っているのはっているのはっているのはっているのは待待待待っているのはっているのはっているのはっているのは待待待待っているのはっているのはっているのはっているのは            断捨離断捨離断捨離断捨離かかかか断捨離断捨離断捨離断捨離かかかか断捨離断捨離断捨離断捨離かかかか            （（（（たけうちたけうちたけうちたけうち））））（（（（たけうちたけうちたけうちたけうち））））（（（（たけうちたけうちたけうちたけうち））））            

    ＵＳＢＵＳＢＵＳＢＵＳＢメモリメモリメモリメモリとととと共共共共ににににＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードがががが記録記録記録記録のののの書書書書きききき込込込込みみみみ用用用用にににに多多多多くくくく使使使使われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

このこのこのこの記録方式記録方式記録方式記録方式はははは、、、、東芝東芝東芝東芝のののの技術開発技術開発技術開発技術開発によるものですによるものですによるものですによるものです。。。。最近最近最近最近、、、、中国中国中国中国にそのにそのにそのにそのノウハウノウハウノウハウノウハウをををを違法違法違法違法にににに売売売売るるるる事件事件事件事件がががが発発発発

覚覚覚覚しましたしましたしましたしました。。。。    今回今回今回今回ははははＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカードについてについてについてについて調調調調べてべてべてべて見見見見てみますてみますてみますてみます。。。。    

SDカードカードカードカードのののの違違違違いいいい： 幅広い用途で使われているSDメモリカードはラインナップが充実！超大容量、

超高速タイプも登場しています。 

1.サイズサイズサイズサイズ：通常型と、ミニサイズ、マイクロサイズがあります。ミニサイズはほとんど見ることが無

くなりました。ミニもマイクロも通常型のアダプタ利用で通常タイプとして利用できます。 

2.容量容量容量容量：SDカードは容量の大きさによってSD、、、、SDHC、、、、SDXCメモリカードの3種類があります。 

カードと使用できる対応機器との組合せは以下の通りです。利用の機器が対応しているかを確認しま

しょう。  

SDメモリカードメモリカードメモリカードメモリカード………………………………SDXC対応機器対応機器対応機器対応機器、、、、SDHC対応機器対応機器対応機器対応機器、、、、SD対応機器対応機器対応機器対応機器    古古古古いいいいデジカメデジカメデジカメデジカメなどなどなどなど。。。。２２２２ＧＢＧＢＧＢＧＢ以以以以            

                    下下下下のののの制限制限制限制限ありありありあり                                                                                                            

SDHCメモリカードメモリカードメモリカードメモリカード……………………SDXC対応機器対応機器対応機器対応機器、、、、SDHC対応機器対応機器対応機器対応機器    現在主流品現在主流品現在主流品現在主流品    

SDXCメモリカードメモリカードメモリカードメモリカード……………………SDXC対応機器対応機器対応機器対応機器のみのみのみのみ    大容量大容量大容量大容量タイプタイプタイプタイプ    

多彩多彩多彩多彩なななな用途用途用途用途    

SDメモリカードは、ＰＣの他、携帯電話、カメラ、ビデオカメラ、カーナビ、音楽プレイヤー、テレ

ビ、ゲーム機、DVD、ボイスレコーダーなど多彩な機器に対応しています。 

とりあえずSDメモリカードに保存して後でゆっくり楽しむなど、アイデア次第で便利なデジタルライ

フに。おおおお宅宅宅宅ののののテレビテレビテレビテレビのののの裏側裏側裏側裏側やややや横横横横をををを探探探探してしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。かなりのかなりのかなりのかなりの確立確立確立確立ででででＳＤＳＤＳＤＳＤカードカードカードカード差込口差込口差込口差込口がががが有有有有りますりますりますります。。。。 

（たけうち） 


