
　スマートフォンをなるべく
見ないようにする習慣をつけ
るようにしましょう。例えば
人と一緒にいる時や電車に
乗っている時にスマートフォ
ンを触ってしまうのであれ
ば、ポケットではなく鞄に入
れるなど、スマートフォンを
すぐ触れない状態にしておく
のがいいでしょう。他にもア
プリケーションの通知を切っ
ておいたり、電源を切る時間
を作ることもオススメです。
　また、Forestというスマー
トフォンの使用禁止時間が設
定できるアプリケーションが
あります。そういったものを
活用するのも大変効果的で
しょう。
　あなたにピッタリの改善策
を見つけて、脱スマートフォ
ン依存を目指しませんか？

　便利で楽しいスマートフォ
ンですが依存してしまうと
様々な悪影響を及ぼします。
　まずは身体への負担です。
視力低下はよく耳にするので
はないでしょうか。それだけ
ではなく、長時間両手を前に
出す姿勢を続けることで肩が
凝ったり、身体の歪みを起こ
したり、首のしわを作り出し
たりします。
　また、思考力にも影響を及
ぼす恐れがあります。ネット
には膨大な情報があります
が、それが自分に必要な情報
かを判別することが重要で
す。流れてくる情報を何も考
えずに全て受け入れてしまう
ことは思考力の低下に繋がり
ます。

　あなたは受講している講義を
聞かずにスマートフォンを触っ
ていませんか？
　数年前から急速に普及し始め
たスマートフォン。片手に収ま
る機器 1つで友人とたわいもな
い会話ができたり、動画を見る
ことができるなど私たちの生活
には欠かせなくなっているので
はないでしょうか。

| 脱！スマートフォン依存| 生活の中のスマートフォン | スマートフォン依存の恐怖

脱スマートフォン依存への道！！！

脱スマートフォン依存への道！！！

今後の職業の移り変わり
Excelの小技 使いこなして作業効率をアップしよう

( 文・山内 )
出典｜『美人オーラバイブル　スマホ依存症が引き起こすあなたへの恐ろしいデメリット10つ』　https://sp-live.net/post-4061-4061.html
　　　『NOMADIC　WOOD　スマホ依存症を治すための８つの対策｜症状や危険性についても』　　https://nomadicwood.com/archives/3718
　　　（2019/12/2　閲覧）
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Excel の小技
使いこなして作業効率をアップしよう
　　　　　　　　　　　　　　　　( 文 ・ 木村 )

流儀　その一、 Ctrl キーをマスターせよ

　　　　その二、 視認性が上がる技を向上させよ

　　　　その三、 オートフィルを使いこなせ

特別講師

うさうさ丸 先生

流儀その一   Ctrl キーをマスターせよ

　マウスを動かさずに様々な作業をパソコンに指令するキー、これがショートカットキーです。
ショートカットキーをいくつか覚えるだけでも、作業効率はぐんと上がります。
今回は Ctrl キーを主に使用したショートカットを、Windows 全般に使える基本的なものとエクセル内のみで
使えるものの二つに分けてご紹介していきます。

基本的なショートカットキー

・Ctrl+C → 選択状態のものをコピー
・Ctrl+X → 選択状態のものを切り取り
・Ctrl+V → コピー / 切り取ったものを貼り付け
・Ctrl+Y → 直前の処理を取り消してやり直し
・Ctrl+Z → 直前の処理を取り消して元に戻す
・Ctrl+A → すべてを選択状態
・Ctrl+P → 印刷機能を呼び出し
・Ctrl+N → 新規作成
・Ctrl+S → ファイルを保存
・Ctrl+O → ファイルを開く
・Ctrl+W → ファイルを閉じる
・Ctrl+F → 検索機能を呼び出し　　　etc...

エクセル内でのみ使えるショートカットキー

・Ctrl+PageDown → ワークシートを右から左に
・Ctrl+PageUp → ワークシートを左から右に
・Ctrl+shift+(↑↓←→) → アクティブセルと
　　　　　　　　　　　  同じ列または行で空白
　　　　　　　　　　　  以外の最後のセルまで
　　　　　　　　　　　  選択範囲を拡張
・Ctrl+; → 現在の日付を入力
・Ctrl+: → 現在の時刻を入力
・Ctrl+shift+# → 日付 / 月 / 年の [ 日付 ] 表示適用
・Ctrl+ ー → 選択した行や列を削除
・Ctrl+ マウスホイール → 画面表示の拡大縮小
・Ctrl+Y → 直前の操作、コマンドを繰り返す   etc...

今回ご紹介した以外にも、たくさんのショートカットキーが存在します！
エクセルで使えるものにおいては 262 個もあるとか ... ( 諸説あり )



流儀その二　視認性が上がる技を向上させよ

　誰でも見やすい表やグラフを作るときに大切なのが「ゆとり」です。文字や数字がびっしりと
詰まった資料はやはり読みづらく感じられますよね。一目見ただけでもきれいな資料だと思って
もらうために、まずは余白部分を多めにとることからお勧めします。

〈行の高さ・列の幅を整える〉

〈セル内の文字の打ち方に注意〉
　セル内の文字が長くなる場合には、こまめに縦で改行することで見やすさがアップします。
「Alt+Enter」を使うと、セル内で改行することが可能になります。またセル内の文字の位置を
「上揃え」「上下中央揃え」「下揃え」のどれかで統一することでさらに見いやすい資料になります。

◇行の高さ
　　行の高さは、全体選択をした後、画面一番左の行番号のいずれかの下の線をドラッグして
　調整してください。

◇列幅
　　次に列幅の調整を行います。列の幅は、セル内の文字や数字の量に合わせて調節します。
　広げたい列の列番号の右の線をドラッグし、見栄えよい余白を作り出しましょう！
　列幅を統一して調整したいときには、全体選択をした後、列番号のいずれかの右の線を
　ドラッグしてください。

流儀その三　オートフィルを使いこなせ
　オートフィルとは、同じ文章や計算式をいくつもコピーしたり、数値や文字が入力されたセルを
ドラッグするだけで連続したデータを自動入力することのできる機能のことです。連続データの自動
入力では、年、月、日付、曜日など、さまざまなデータを効率よく入力することができます。また、
名簿や部課名のような一連の文字リストを、『ユーザー定義リスト』としてあらかじめ登録しておく
ことも可能です。

出典
『プログラミング＆ガジェットプロクロヤギ』
https://kuroyagikun.com/useful-windows-keyboard-shortcuts/
『キャリタス LINQマガジン　エクセルの超便利な裏技 16 選！
仕事の効率が上がる操作方法を具体的に解説』
https://linq.career-tasu.jp/magazine/knowhow-excel-16technique/
『キャリタス LINQマガジン　美しい資料で差をつける！
エクセルの表やグラフを読みやすくきれいに作るコワザ 5選』
https://linq.career-tasu.jp/magazine/knowhow-excel-chart-technique/
『Office Hack 262 個の Excel ショートカットキー一覧表』
https://office-hack.com/excel/shortcutkey-list/
『オートフィルー仕事に役立つエクセル実践問題集』
http://mt-soft.sakura.ne.jp/kyozai/common/autofill/index.html

①ここにカーソルを合わせる

②コピーしたいセルまでドラッグ

③操作完了

　Excel の小技紹介は以上です！うさうさ丸先生の授業はどうでしたか？
これらの流儀をすべてマスターして、人知れず作業効率をアップしてみては？
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出典：

　「2011年度にアメリカの小
学校に入学した子どもたちの
65%は、大学卒業時には今は
存在していない職業に就くだ
ろう」
　この言葉を聞いたことがあ
るだろうか。これは、アメリカ
のデューク大学の研究者、
キャシー・デビッドソン氏が
2011年、ニューヨークタイム
ズ紙のインタビューで話した
内容である。現代でさえ、イン
ターネットの普及により
youtuberなど今までになかっ
た職業が増えている。　　　

一方、今後、雇用者の約47％
の仕事は自動化されるとも言
われている。これにより、私た
ちの職業は急速に形を変えて
いき、10年前にはなかった職
業に就くかもしれない。
　数十年後、自分の子どもが
働く時代には今ある職業は
残っているのだろうか。どの
ような新しい職業が生まれて
いるのだろうか。これからの
職業の変化が楽しみである。
                                    （文・出口）

今後の職業の移り変わり

 | 私語および携帯電話・スマートフォンでの通話はご遠慮ください
自習室で騒がれると周りの方のご迷惑となります。ご配慮をお願いします。また、携
帯電話・スマートフォンでの通話は自習室外にてお願いします。

 | 携帯電話・スマートフォンなどの電子機器類の充電はご遠慮ください
携帯電話やスマートフォン、ミュージックプレーヤーなどの電子機器類の充電は瀬
田学舎の規定により禁止されています。

 | 自習室内での飲食はご遠慮ください
万一こぼしてしまった場合、機器が故障する場合があります。お飲み物は自習室外
のベンチ等でお飲みください。次に利用される方とパソコンのためにも飲食はご遠
慮ください。

 | ゲームや動画の閲覧は禁止されています
「フリーソフト等のゲームで遊ぶ」、「映画や動画の視聴」を目的とした利用も禁止さ
れています。自習目的以外での利用、特に長時間の動画の視聴は、他の方のご迷惑と
なりますのでご遠慮ください。
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