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Googleドライブとはとは
Googleが提供しているクラウド提供しているクラウドしているクラウドクラウド(オンライン)ストレージです。です。
Googleアカウントを持っていれば誰でも利用することができ、持っていれば誰でも利用することができ、っていれば誰でも利用することができ、誰でも利用することができ、でも利用することができ、利用することができ、するクラウドことが提供しているクラウドでき、
15GBの容量まで無料で利用できます。ちなみに、容量まで無料で利用できます。ちなみに、まで無料で利用できます。ちなみに、で利用することができ、できます。ちなみに、Googleアカウン
トは「○○〇@gmail.comgmail.com」というメールアドレスのことです。メールアドレスの容量まで無料で利用できます。ちなみに、ことです。

・Googleドライブ
・Oneドライブ
・Dropbox
・iCloud

◆ファイル・フォルダを保管してくれるサービスを持っていれば誰でも利用することができ、保管してくれるサービスしてくれるクラウドサービス

◆複数のデバイスと共有の容量まで無料で利用できます。ちなみに、デバイスと共有

◆複数のデバイスと共有の容量まで無料で利用できます。ちなみに、人と共有と共有

　Google
　ドライブ

　Dropbox 　　iClud 　One
　ドライブ

無料で利用できます。ちなみに、保存容量まで無料で利用できます。ちなみに、 　　15GB 　　2GB 　　5GB 　　5GB

有料で利用できます。ちなみに、コース 100GB(ギガ)
250円/月
200GB
380円/月
2TB
1,300/月

2TB
1,200円/月

50GB
130円/月
200GB
400円/月
2TB
1,300円/月

100GB
224円/月
1TB
12,984円/年

保存期間 無制限 1年以上サインサイン
インしていない
と削除

90日以上サイン使用することができ、
していないと
削除

代表的なオンラインステージなオンラインステージオンラインステージ

◆Googleドライブが使えるデバイスはが使えるデバイスは使えるデバイスはえるデバイスはデバイスは

パソコン、スマホ、タブレット

◆使えるデバイスはえるデバイスはファイルの種類はの種類は種類はは

写真、動画、音声、書類(PDF推薦)

共有

(雲の上の倉庫の容量まで無料で利用できます。ちなみに、上サインの容量まで無料で利用できます。ちなみに、倉庫)
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1.Googleドライブの画面構成の画面構成画面構成1.Googleドライブの画面構成の画面構成画面構成
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新規ボタンボタン: フォルダを保管してくれるサービスの容量まで無料で利用できます。ちなみに、新規ボタン作成とフォルダ・とフォルダを保管してくれるサービス・
ファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、アップロードを持っていれば誰でも利用することができ、行います。います。

メニュー: ここから設定も操作できます。設定も操作できます。も利用することができ、操作できます。

マイドライブ: 自分が作成したり、アップローが提供しているクラウド作成とフォルダ・したり、アップロー
ドしたフォルダを保管してくれるサービス・ファイルが提供しているクラウド 表示されます。されます。

表示されます。: 2種類の容量まで無料で利用できます。ちなみに、表示されます。方法があります。が提供しているクラウドあります。

ホーム　お気に入り　共有　ファイル気に入り　共有　ファイルに入り　共有　ファイルり　共有　ファイル

私はは200GBで
利用することができ、しています。
380円/月必要です。です。

無料で利用できます。ちなみに、で15GB
まで使えます

の容量まで無料で利用できます。ちなみに、表示されます。 の容量まで無料で利用できます。ちなみに、表示されます。
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Googleドライブでは、主に次のようなことが行えますに次のようなことが行えますの容量まで無料で利用できます。ちなみに、ようメールアドレスのことです。なことが提供しているクラウド行います。えます

※最初はこの「ファイル」をはこの容量まで無料で利用できます。ちなみに、「ファイル」を持っていれば誰でも利用することができ、
タップしてください。

1.ファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、保存
2.ドキュメント、スプレッドシートやフォルダの作成フォルダを保管してくれるサービスの容量まで無料で利用できます。ちなみに、作成とフォルダ・
3.ファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、共有
4.資料で利用できます。ちなみに、などの容量まで無料で利用できます。ちなみに、スキャンと保存

メールなどでその容量まで無料で利用できます。ちなみに、都度ファイルをやり取りしなくても、ファイルを持っていれば誰でも利用することができ、やフォルダの作成り取りしなくても、りしなくても利用することができ、、Googleドライブの容量まで無料で利用できます。ちなみに、中でファイルを共有できるので、でファイルを持っていれば誰でも利用することができ、共有できるクラウドの容量まで無料で利用できます。ちなみに、で、
確認や編集もスムーズに行うことができます。やフォルダの作成編集もスムーズに行うことができます。も利用することができ、スムーズに行うことができます。に行います。うメールアドレスのことです。ことが提供しているクラウドできます。

Googleドライブに保存できるクラウドファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、種類

・PDFファイル(PDF化された取扱説明書やテキストなどされた取りしなくても、扱説明書やフォルダの作成テキストなど) ・写真やフォルダの作成動画ファイル
・文書ふぁいるクラウド(テキストファイルやフォルダの作成Word文書) ・その容量まで無料で利用できます。ちなみに、他PCで作成とフォルダ・したファイルやフォルダの作成フォルダを保管してくれるサービス
・スプレッドシート(Excelなどの容量まで無料で利用できます。ちなみに、表計算ソフトソフト)
・プレゼンテーションファイル(PowerPointなどで作成とフォルダ・したファイル)
・音声ファイル(音楽ファイルや録音した音声ファイルファイルやフォルダの作成録音した音声ファイル)



Googleドライブとはの基本的な使い方基本的な使い方な使い方使い方い方方

1.スマホやフォルダの作成パソコンなどの容量まで無料で利用できます。ちなみに、データ(写真・ファイル等)を持っていれば誰でも利用することができ、クラウド上サインにアップ
ロードし、バックアップとして利用することができ、するクラウド。
2.ファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、種類やフォルダの作成プロジです。ェクトごとにフォルダを保管してくれるサービス分が作成したり、アップローけにして管してくれるサービス理する。するクラウド。
3.グループやフォルダの作成友だちと共有し、共同作業するだちと共有し、共同作業するするクラウド
4.複数のデバイスと共有の容量まで無料で利用できます。ちなみに、デバイス(PC↔スマホ)間で同期するクラウド。
5.デバイスにダを保管してくれるサービスウンロードするクラウド。

2.アップロード2.アップロード

①Googleドライブの容量まで無料で利用できます。ちなみに、アプ
リを起動し、右下の∔アイを持っていれば誰でも利用することができ、起動し、右下の∔アイの容量まで無料で利用できます。ちなみに、∔アイアイ
コンを持っていれば誰でも利用することができ、タップします。

②新規ボタン作成とフォルダ・の容量まで無料で利用できます。ちなみに、中でファイルを共有できるので、の容量まで無料で利用できます。ちなみに、アップ
ロードを持っていれば誰でも利用することができ、タップします。

③タップするクラウドと、デバイス
内のファイルが表示されるの容量まで無料で利用できます。ちなみに、ファイルが提供しているクラウド表示されます。されるクラウド
の容量まで無料で利用できます。ちなみに、でバックアップしたい
ファイルを持っていれば誰でも利用することができ、選択することでするクラウドことで
アップロードされます。

④下の∔アイの容量まで無料で利用できます。ちなみに、Googleドキュメン
ト、スブレットシート、ス
ライドから設定も操作できます。はその容量まで無料で利用できます。ちなみに、場で文書で文書
やフォルダの作成表計算ソフトなどの容量まで無料で利用できます。ちなみに、資料で利用できます。ちなみに、を持っていれば誰でも利用することができ、作成とフォルダ・
してGoogleドライブに保存
できます。

※スマホに「Googleスプ
レッドシート」、「Google
ドキュメント」、「Google
スライド」の容量まで無料で利用できます。ちなみに、アプリを起動し、右下の∔アイを持っていれば誰でも利用することができ、イン
ストールするクラウドと便利に使え
ます。

アップロード
・ダウンロード
はWiiFi接続でで!

3.ダウンロード3.ダウンロード

Googleドライブに保存しているクラウドファイルを持っていれば誰でも利用することができ、端末にダウンにダを保管してくれるサービスウン
ロードするクラウドことが提供しているクラウドできます。

ダを保管してくれるサービスウンロードしたいファイルかフォルダを保管してくれるサービスの容量まで無料で利用できます。ちなみに、縦3点マークマーク
を持っていれば誰でも利用することができ、タップして「ダを保管してくれるサービスウンロード」を持っていれば誰でも利用することができ、タップするクラウドだけです。
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4.スキャナー機能4.スキャナー機能

書類やフォルダの作成気に入り　共有　ファイルになるクラウド新聞記事などをスマホのカメラで撮影してなどを持っていれば誰でも利用することができ、スマホの容量まで無料で利用できます。ちなみに、カメラで撮影してしてPDFなどに変換してくれるアプリが人気ですしてくれるクラウドアプリを起動し、右下の∔アイが提供しているクラウド人と共有気に入り　共有　ファイルです
が提供しているクラウド、Googleドライブなら設定も操作できます。撮影してから設定も操作できます。変換してくれるアプリが人気です、保存まで一気に入り　共有　ファイルに済ませることができます。ませるクラウドことが提供しているクラウドできます。
カメラと違って、傾きを修正したり複数ページをって、傾きを修正したり複数ページをきを持っていれば誰でも利用することができ、修正したり複数ページをしたり複数のデバイスと共有ページです。を持っていれば誰でも利用することができ、1つの容量まで無料で利用できます。ちなみに、PDFファイルに保存するクラウドことが提供しているクラウドできます。

①新規ボタン作成とフォルダ・の容量まで無料で利用できます。ちなみに、「スキャン」
を持っていれば誰でも利用することができ、タップします。

②下の∔アイ部の丸いシャッターボの容量まで無料で利用できます。ちなみに、丸いシャッターボいシャッターボ
タンを持っていれば誰でも利用することができ、タップ、目的の書類の容量まで無料で利用できます。ちなみに、書類
などを持っていれば誰でも利用することができ、撮影してします。斜めでめで
も利用することができ、かまいません。

③下の∔アイ部の丸いシャッターボの容量まで無料で利用できます。ちなみに、「切り取り」をり取りしなくても、り」を持っていれば誰でも利用することができ、
タップします。

④青いい●の容量まで無料で利用できます。ちなみに、部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローを持っていれば誰でも利用することができ、動かして
必要です。な部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローを持っていれば誰でも利用することができ、トリを起動し、右下の∔アイミングし
ます。斜めでめに傾きを修正したり複数ページをいていた紙
面が補正されます。が提供しているクラウド補正したり複数ページをされます。

⑤自動的の書類にカラーやフォルダの作成向きがきが提供しているクラウド
補正したり複数ページをされますが提供しているクラウド、これは別
途指定も操作できます。するクラウドことが提供しているクラウドできま
す。パレットの容量まで無料で利用できます。ちなみに、アイコンを持っていれば誰でも利用することができ、
タップするクラウドとカラーの容量まで無料で利用できます。ちなみに、指定も操作できます。
メニューが提供しているクラウド表示されます。されます。

⑥ここでは色目の容量まで無料で利用できます。ちなみに、無い新聞
記事などをスマホのカメラで撮影してを持っていれば誰でも利用することができ、使ったの容量まで無料で利用できます。ちなみに、でモノクロ
が提供しているクラウド選択することでされました。横向きがき
の容量まで無料で利用できます。ちなみに、場で文書合は方向を回転できまは方向きがを持っていれば誰でも利用することができ、回転できまできま
す。良ければ「保存」をければ誰でも利用することができ、「保存」を持っていれば誰でも利用することができ、
タップします。

⑦ファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、名前を入力しを持っていれば誰でも利用することができ、入り　共有　ファイル力しし
て保存すれば誰でも利用することができ、Googleドラ
イブにPDFに変換してくれるアプリが人気ですして保存
されます。

「保存」アイコンを持っていれば誰でも利用することができ、タップす
るクラウドとGoogleドライブに画像がが提供しているクラウド
アップロードされます

複数のデバイスと共有ページです。を持っていれば誰でも利用することができ、1つの容量まで無料で利用できます。ちなみに、ファイル
に保存したい場で文書合は方向を回転できまはGoogle
ドライブに保存するクラウド前を入力しに∔アイ
を持っていれば誰でも利用することができ、タップします。

⑧Googleドライブの容量まで無料で利用できます。ちなみに、マイ
ドライブに保存されまし
た。
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切り取り」をり取りしなくても、り

シャッターボタン



5.フォルダの画面構成作成5.フォルダの画面構成作成

Googleドライブでは、フォルダを保管してくれるサービスを持っていれば誰でも利用することができ、作成とフォルダ・してファイルを持っていれば誰でも利用することができ、整理する。するクラウドことが提供しているクラウド可能です。又、ローカルです。又、ローカルPCと
同じようメールアドレスのことです。に階層を作成してファイルを整理することができるのでを持っていれば誰でも利用することができ、作成とフォルダ・してファイルを持っていれば誰でも利用することができ、整理する。するクラウドことが提供しているクラウドできるクラウドの容量まで無料で利用できます。ちなみに、でPCの容量まで無料で利用できます。ちなみに、一部の丸いシャッターボの容量まで無料で利用できます。ちなみに、ようメールアドレスのことです。にデータを持っていれば誰でも利用することができ、管してくれるサービス理する。で
きます。

フォルダを保管してくれるサービス内のファイルが表示されるにフォルダを保管してくれるサービスを持っていれば誰でも利用することができ、作成とフォルダ・・アップロードしたり、作成とフォルダ・したフォルダを保管してくれるサービスを持っていれば誰でも利用することができ、移動するクラウドことで、階層を作成してファイルを整理することができるので化された取扱説明書やテキストなどが提供しているクラウド
可能です。又、ローカルです。（20 階層を作成してファイルを整理することができるのでまで）

マイドキュメント Aフォルダを保管してくれるサービス A1フォルダを保管してくれるサービス

A2フォルダを保管してくれるサービス

A3フォルダを保管してくれるサービス

Bフォルダを保管してくれるサービス B1フォルダを保管してくれるサービス

Cフォルの種類はダ(共有)

ファイルの種類は(PDF)

ファイルの種類は(画像)

ファイルの種類は(画像)

ファイル(スプレッドシート)

ファイル(スプレッドシート)

ファイル(ドキュメント)

ファイル(動画)

ファイルの種類は(画像)

ファイルの種類は(画像)

ファイルの種類は(画像)

ファイル(スライド)

ファイルの種類は(PDF)

ファイルの種類は(PDF)

ファイルの種類は(音楽)

ファイル(スプレッドシート)

ファイルの種類は(PDF)

c1フォルの種類はダ
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フォルの種類はダー内にファイルをアップロードしようにファイルをアップロードしようファイルの種類はをアップロードしようアップロードしよう

スマホ・タブレット・パソコンの容量まで無料で利用できます。ちなみに、グーグルドライブでフォルダを保管してくれるサービスーを持っていれば誰でも利用することができ、作成とフォルダ・したら設定も操作できます。、その容量まで無料で利用できます。ちなみに、フォルダを保管してくれるサービスー内のファイルが表示される
にファイルを持っていれば誰でも利用することができ、アップロードしましょうメールアドレスのことです。。

やフォルダの作成り方は通常通りと一緒で、フォルダーを開いて「新規」からファイルをアップロードすることがで、フォルダを保管してくれるサービスーを持っていれば誰でも利用することができ、開いて「新規」からファイルをアップロードすることがいて「新規ボタン」から設定も操作できます。ファイルを持っていれば誰でも利用することができ、アップロードするクラウドことが提供しているクラウド
できます。またフォルダを保管してくれるサービスー内のファイルが表示されるにさら設定も操作できます。にフォルダを保管してくれるサービスーを持っていれば誰でも利用することができ、作るクラウドことも利用することができ、可能です。又、ローカルです。



共有の停止の画面構成停止

6.共有の停止6.共有の停止

①共有したいフォルダを保管してくれるサービスあ
るクラウドいはファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、右側にに
あるクラウド縦3点マークマークを持っていれば誰でも利用することができ、タッ
プします。

②「リを起動し、右下の∔アインクの容量まで無料で利用できます。ちなみに、共有」
を持っていれば誰でも利用することができ、「オン」にして
「共有」を持っていれば誰でも利用することができ、タップし
ます。

「オフ」を持っていれば誰でも利用することができ、必ず
「オン」にするクラウド

③共有したい相手(個人と共有・
グループ)の容量まで無料で利用できます。ちなみに、アドレスを持っていれば誰でも利用することができ、入り　共有　ファイル
力しします。メッセージです。も利用することができ、
追加できます。できます。

④次のようなことが行えますに、ファイルへの容量まで無料で利用できます。ちなみに、アクセス
権を変更します。見るだけのを持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけのします。見るだけのるクラウドだけの容量まで無料で利用できます。ちなみに、
「閲覧者」、コメントできる」、コメントできるクラウド
「コメント可の容量まで無料で利用できます。ちなみに、閲覧者」、コメントできる」、内のファイルが表示される容
編集もスムーズに行うことができます。できるクラウド「編集もスムーズに行うことができます。者」、コメントできる」の容量まで無料で利用できます。ちなみに、3津かか
ら設定も操作できます。選択することでできます。送信アイコンアイコン
を持っていれば誰でも利用することができ、タップします。これでリを起動し、右下の∔アインク
が提供しているクラウド送ら設定も操作できます。れ共有は完了です。です。

◆リンクの共有の種類は共有
URLを持っていれば誰でも利用することができ、コピーして、LINEやフォルダの作成
メールに貼り付けて共有するり付けて共有するけて共有するクラウド
ことが提供しているクラウドできます。
「リを起動し、右下の∔アインクの容量まで無料で利用できます。ちなみに、共有」を持っていれば誰でも利用することができ、オンにし
た状態で「リンクをコピー」で「リを起動し、右下の∔アインクを持っていれば誰でも利用することができ、コピー」
を持っていれば誰でも利用することができ、タップします。後はコピーはコピー
されたURLを持っていれば誰でも利用することができ、LINEやフォルダの作成メールに
貼り付けて共有するり付けて共有するけるクラウドだけで共有が提供しているクラウドでき
ます。

①共有の容量まで無料で利用できます。ちなみに、停止(特定も操作できます。の容量まで無料で利用できます。ちなみに、ユーザー)
共有マークの容量まで無料で利用できます。ちなみに、入り　共有　ファイルったフォルダを保管してくれるサービスの容量まで無料で利用できます。ちなみに、左側にの容量まで無料で利用できます。ちなみに、縦3点マークマークを持っていれば誰でも利用することができ、
タップします。次のようなことが行えますに「共有」を持っていれば誰でも利用することができ、タップ、板の部分のアの容量まで無料で利用できます。ちなみに、部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローの容量まで無料で利用できます。ちなみに、ア
クセスできるクラウドユーザの容量まで無料で利用できます。ちなみに、数のデバイスと共有字の部分をタップします。の容量まで無料で利用できます。ちなみに、部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローを持っていれば誰でも利用することができ、タップします。

②共有しているクラウドユーザーの容量まで無料で利用できます。ちなみに、一覧が提供しているクラウド表示されます。されますの容量まで無料で利用できます。ちなみに、で、
解除したいユーザを持っていれば誰でも利用することができ、タップ、次のようなことが行えますに「削除」を持っていれば誰でも利用することができ、タップす
れば誰でも利用することができ、共有が提供しているクラウド停止されます。

共有の容量まで無料で利用できます。ちなみに、マーク

ここを持っていれば誰でも利用することができ、
タップ

数のデバイスと共有字の部分をタップします。部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローを持っていれば誰でも利用することができ、
タップ

共有を持っていれば誰でも利用することができ、
タップ

※フォルダを保管してくれるサービスの容量まで無料で利用できます。ちなみに、色の容量まで無料で利用できます。ちなみに、変更します。見るだけのは、フォルダを保管してくれるサービスの容量まで無料で利用できます。ちなみに、横の容量まで無料で利用できます。ちなみに、縦3点マークマーク
を持っていれば誰でも利用することができ、タップして「色を持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけの」を持っていれば誰でも利用することができ、タップして好きな色を選きな色を持っていれば誰でも利用することができ、選
びます。共有しているクラウドフォルダを保管してくれるサービスは色を持っていれば誰でも利用することができ、付けて共有するけましょうメールアドレスのことです。。

③ファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、リを起動し、右下の∔アインクの容量まで無料で利用できます。ちなみに、削除
ファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、リを起動し、右下の∔アインクを持っていれば誰でも利用することができ、削除するクラウド場で文書合は方向を回転できまはファイルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、右側に3点マーク
マークを持っていれば誰でも利用することができ、タップします。次のようなことが行えますにリを起動し、右下の∔アインクの容量まで無料で利用できます。ちなみに、共有を持っていれば誰でも利用することができ、タップす
れば誰でも利用することができ、オフになります。6



7.同期7.同期

①使用することができ、するクラウドそれぞれの容量まで無料で利用できます。ちなみに、デバイス(パソコン・スマホ・タ
ブレット)で、Googleドライブに同一の容量まで無料で利用できます。ちなみに、Googleアカウン
トでログインするクラウドだけです。同一アカウントでログイン
すれば誰でも利用することができ、自動的の書類に同期が提供しているクラウド行います。われます。

②同期すれば誰でも利用することができ、、スマホから設定も操作できます。アップロードしたファイルを持っていれば誰でも利用することができ、
他の容量まで無料で利用できます。ちなみに、タブレットやフォルダの作成パソコンから設定も操作できます。確認や編集もスムーズに行うことができます。し、編集もスムーズに行うことができます。するクラウドことが提供しているクラウド
できるクラウドようメールアドレスのことです。になります。編集もスムーズに行うことができます。した内のファイルが表示される容は瞬時に他のデバに他の容量まで無料で利用できます。ちなみに、デバ
イスに反映されます。されます。

PCとスマホ・タブレットスマホ・タブが使えるデバイスはレット
は必ず同一のアカウントず同一のアカウント同一のアカウントの種類はアカウント
にファイルをアップロードしようしてください。

Googleといえば誰でも利用することができ、検索が代名詞ですが、が提供しているクラウド代名詞ですが、ですが提供しているクラウド、Googleドライブでも利用することができ、その容量まで無料で利用できます。ちなみに、検索が代名詞ですが、性の高さは群を抜いています。基本の容量まで無料で利用できます。ちなみに、高さは群を抜いています。基本さは群を抜いています。基本を持っていれば誰でも利用することができ、抜いています。基本いています。基本
的の書類な検索が代名詞ですが、機能です。又、ローカルとしては、「ファイル名」「ファイル形式」「アプリ」の検索が行えます。基本的には虫」「アプリを起動し、右下の∔アイ」の容量まで無料で利用できます。ちなみに、検索が代名詞ですが、が提供しているクラウド行います。えます。基本的の書類には虫
眼鏡ボタンをタップして検索したい語句を入力すれば、「ファイル名」「文書内にある語句」などからボタンを持っていれば誰でも利用することができ、タップして検索が代名詞ですが、したい語句を入力すれば、「ファイル名」「文書内にある語句」などからを持っていれば誰でも利用することができ、入り　共有　ファイル力しすれば誰でも利用することができ、、「ファイル名」「文書内のファイルが表示されるにあるクラウド語句を入力すれば、「ファイル名」「文書内にある語句」などから」などから設定も操作できます。
検索が代名詞ですが、を持っていれば誰でも利用することができ、行います。えます。

①「ドライブで検索が代名詞ですが、」を持っていれば誰でも利用することができ、
タップして検索が代名詞ですが、します。

②キーワードで検索が代名詞ですが、した
　りファイル形式」「アプリ」の検索が行えます。基本的には虫の容量まで無料で利用できます。ちなみに、指定も操作できます。
　も利用することができ、できます。

③語句を入力すれば、「ファイル名」「文書内にある語句」などからを持っていれば誰でも利用することができ、入り　共有　ファイルれれば誰でも利用することができ、、ファ　
イル名・文書内のファイルが表示されるの容量まで無料で利用できます。ちなみに、単語を持っていれば誰でも利用することができ、　
対象に検索します。に検索が代名詞ですが、します。

検索が代名詞ですが、事などをスマホのカメラで撮影して例
「日程表」「リを起動し、右下の∔アイゾート」で
検索が代名詞ですが、してみました。

8.ファイルが簡単に検索できます簡単に検索できますに検索できます検索できますできます8.ファイルが簡単に検索できます簡単に検索できますに検索できます検索できますできます

※「同期」とはとスマホ・タブレットは、2つ以上サインの容量まで無料で利用できます。ちなみに、異なるデバイスなるクラウドデバイス(端末にダウン)同士で指定したファイルやで指定も操作できます。したファイルやフォルダの作成
フォルダを保管してくれるサービスを持っていれば誰でも利用することができ、同じ状態で「リンクをコピー」に保つことが提供しているクラウドできるクラウド機能です。又、ローカルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、ことです。

7



Googleスプレッドシート

①スプレッドシートが提供しているクラウド一覧
表示されます。されます。自分が作成したり、アップローの容量まで無料で利用できます。ちなみに、　
Googleドライブに保存さ　
れているクラウドデータの容量まで無料で利用できます。ちなみに、中でファイルを共有できるので、から設定も操作できます。　
スプレッドシートと、
フォームに入り　共有　ファイル力しされたデー
タが提供しているクラウド一覧表示されます。されます。画
面が補正されます。下の∔アイの容量まで無料で利用できます。ちなみに、＋を持っていれば誰でも利用することができ、タップするクラウドと　
新規ボタン作成とフォルダ・が提供しているクラウドできます。

②タップで選択することで、ダを保管してくれるサービスブルタップで編集もスムーズに行うことができます。　　
セルを持っていれば誰でも利用することができ、タップするクラウドと選択することででき、ダを保管してくれるサービスブル　　
タップするクラウドと編集もスムーズに行うことができます。できます。太字の部分をタップします。などの容量まで無料で利用できます。ちなみに、　
文字の部分をタップします。装飾ができるほか、「フォント」を　が提供しているクラウドできるクラウドほか、「フォント」を持っていれば誰でも利用することができ、　
タップするクラウドとフォントやフォルダの作成サイズに行うことができます。、文字の部分をタップします。お気に入り　共有　ファイル　
よび背景色の容量まで無料で利用できます。ちなみに、変更します。見るだけのが提供しているクラウドできます。「セル」　
を持っていれば誰でも利用することができ、タップするクラウドと枠線の編集やテキスト折　の容量まで無料で利用できます。ちなみに、編集もスムーズに行うことができます。やフォルダの作成テキスト折　
り返しの設定、セルの結合ができます。しの容量まで無料で利用できます。ちなみに、設定も操作できます。、セルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、結合は方向を回転できまが提供しているクラウドできます。

画面が補正されます。を持っていれば誰でも利用することができ、ピンチアウト/インするクラウドことで
表示されます。倍率を変更できます。を持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけのできます。

③共有やフォルダの作成スターの容量まで無料で利用できます。ちなみに、操作、オフライ
ンで編集もスムーズに行うことができます。するクラウドための容量まで無料で利用できます。ちなみに、保存も利用することができ、画像が右
上サインの容量まで無料で利用できます。ちなみに、縦3点マークを持っていれば誰でも利用することができ、タップするクラウドと、この容量まで無料で利用できます。ちなみに、よ
うメールアドレスのことです。なメニューが提供しているクラウド表示されます。され、共有やフォルダの作成
スターの容量まで無料で利用できます。ちなみに、操作、オフラインで編集もスムーズに行うことができます。
するクラウド、エクスポートで「端末にダウンに保
存」などが提供しているクラウドできます。

◆スマホでの容量まで無料で利用できます。ちなみに、スプレッドシートの容量まで無料で利用できます。ちなみに、利用することができ、は、編集もスムーズに行うことができます。作業するに適しています。本格的な作業はしています。本格的の書類な作業するはPCで行います。うメールアドレスのことです。ことを持っていれば誰でも利用することができ、お気に入り　共有　ファイル勧めします。めします。

文字の部分をタップします。の容量まで無料で利用できます。ちなみに、修正したり複数ページをやフォルダの作成入り　共有　ファイル力しはこの容量まで無料で利用できます。ちなみに、
部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローを持っていれば誰でも利用することができ、選択することでして下の∔アイで入り　共有　ファイル
力し。

セルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、幅を変更する場合を持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけのするクラウド場で文書合は方向を回転できま
はBを持っていれば誰でも利用することができ、タップしてから設定も操作できます。この容量まで無料で利用できます。ちなみに、
部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローを持っていれば誰でも利用することができ、左右にスライドさ
せます。

セルの容量まで無料で利用できます。ちなみに、高さは群を抜いています。基本さを持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけのするクラウド場で文書合は方向を回転できま
は、この容量まで無料で利用できます。ちなみに、部の丸いシャッターボ分が作成したり、アップローを持っていれば誰でも利用することができ、上サイン下の∔アイにスラ
イドさせます。

テキストの容量まで無料で利用できます。ちなみに、中でファイルを共有できるので、央揃えやテえやフォルダの作成テ
キストの容量まで無料で利用できます。ちなみに、サイズに行うことができます。、色など
を持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけのします。

スマホでGoogleスプレッドシートの種類はアプリをアップロードしようインストー
ルの種類はするデバイスはとスマホ・タブレット簡単に閲覧・編集することができます。にファイルをアップロードしよう閲覧・編集することができます。するデバイスはことスマホ・タブレットが使えるデバイスはできます。

この容量まで無料で利用できます。ちなみに、アイコン
を持っていれば誰でも利用することができ、タップ
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Googleドキュメント スマホでGoogleスプレッドシートの種類はアプリをアップロードしようインストー
ルの種類はするデバイスはとスマホ・タブレット簡単に閲覧・編集することができます。にファイルをアップロードしよう閲覧・編集することができます。するデバイスはことスマホ・タブレットが使えるデバイスはできます。

⑥メニュー
印刷レイアウト表示やレイアウト表示されます。やフォルダの作成
ページです。設定も操作できます。を持っていれば誰でも利用することができ、行います。います。

Googleドキュメント

①「Googleドキュメント」の容量まで無料で利用できます。ちなみに、
アプリを起動し、右下の∔アイを持っていれば誰でも利用することができ、タップします。

③新しいタブが提供しているクラウド開いて「新規」からファイルをアップロードすることがいて「無題ドキュメント」というドドキュメント」というメールアドレスのことです。ド
キュメントが提供しているクラウド作成とフォルダ・されます。タイトルを持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけのします。

　ドキュメントの容量まで無料で利用できます。ちなみに、使い方は、Microsoftの容量まで無料で利用できます。ちなみに、「Word」やフォルダの作成　
　LibreOfficeの容量まで無料で利用できます。ちなみに、「Writer」とほぼ同じですので詳しい同じですの容量まで無料で利用できます。ちなみに、で詳しいしい
　説明は省略します。します。

④テキスト、段落等の容量まで無料で利用できます。ちなみに、書式」「アプリ」の検索が行えます。基本的には虫
の容量まで無料で利用できます。ちなみに、設定も操作できます。。フォントの容量まで無料で利用できます。ちなみに、種類　
やフォルダの作成サイズに行うことができます。を持っていれば誰でも利用することができ、選べます。

⑤挿入り　共有　ファイル
　画像がやフォルダの作成表の容量まで無料で利用できます。ちなみに、挿入り　共有　ファイルが提供しているクラウドできます。

◆下の∔アイ記文章を大きな声で、ゆっくり音声入力してみましょうを持っていれば誰でも利用することができ、大きな声で、ゆっくり音声入力してみましょうきな声で、ゆっくり音声入り　共有　ファイル力ししてみましょうメールアドレスのことです。

ここを持っていれば誰でも利用することができ、タップして音声入り　共有　ファイル力しします。

音声入り　共有　ファイル力しの容量まで無料で利用できます。ちなみに、機能です。又、ローカルはAIの容量まで無料で利用できます。ちなみに、進歩により、最近精度が飛躍的により、最近精度ファイルをやり取りしなくても、が提供しているクラウド飛躍的の書類
に向きが上サインしています。後はコピーはフリを起動し、右下の∔アイック入り　共有　ファイル力しで句を入力すれば、「ファイル名」「文書内にある語句」などから読点マークを持っていれば誰でも利用することができ、入り　共有　ファイルれ
たり文章を大きな声で、ゆっくり音声入力してみましょうの容量まで無料で利用できます。ちなみに、修正したり複数ページをを持っていれば誰でも利用することができ、行います。います。

タイトル名を持っていれば誰でも利用することができ、変更します。見るだけのするクラウド場で文書合は方向を回転できまは、ここを持っていれば誰でも利用することができ、タップします。

あれ!
保存ボタンは
どこにあるクラウドの容量まで無料で利用できます。ちなみに、?

Googleドライブを持っていれば誰でも利用することができ、初はこの「ファイル」をめて使
うメールアドレスのことです。人と共有が提供しているクラウド必ず疑問に思うのが、に思うのが、うメールアドレスのことです。の容量まで無料で利用できます。ちなみに、が提供しているクラウド、
「保存ボタン」が提供しているクラウドないんです
けど?というメールアドレスのことです。質問に思うのが、です。
Googleドライブでは作成とフォルダ・す
るクラウドドキュメントは、どこか1
文字の部分をタップします。でも利用することができ、変更します。見るだけのすれば誰でも利用することができ、、その容量まで無料で利用できます。ちなみに、瞬
間に自動保存するクラウド仕組みにみに
なっています。つまり、ユー
ザーは保存の容量まで無料で利用できます。ちなみに、心配を全くしなを持っていれば誰でも利用することができ、全くしなくしな
いでOKなの容量まで無料で利用できます。ちなみに、です。
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②新規ボタン作成とフォルダ・→「新規ボタンドキュ
メント」を持っていれば誰でも利用することができ、タップします。
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