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コンピュータリテラシ実習 第２週 文書作成と表計算 

藤澤 誠 
 

1. 今日の内容 Word, Acrobat, Excel 

 レポートや報告書など様々な場面で文章を作成する機会がある．このような場合に使われ

るのが Microsoft Word や Adobe Acrobat であり，また，それらに載せるデータの計算・集計

とグラフ作成に使われるのが Microsoft Excel である．今週はこれらのソフトの基本的な使い

方を学ぶ． 
 

・ 文書の作成（文書の装飾やレイアウト，箇条書きなど） 
・ 表と画像，編集履歴の活用 
・ PDF ファイルの作成 
・ 数式，図形描画 
・ 図表のキャプションの付け方 
・ 数値データの入力 
・ 計算・集計・関数計算 
・ グラフ（棒グラフと円グラフ） 
・ 練習，出席チェック(2 回分) 
・ 課題 

 

2．Microsoft Word による文書作成 

デスクトップの Word 2016 アイコンをダブルクリックして Word を起動し，ウィンドウ

の構成を確認しよう(もしくはスタートメニューのアプリ一覧から「Word 2016」)． 
 
2.1 文書の装飾とレイアウト 

★下記のような装飾・レイアウトを使った文書を作成してみよう．文書の内容は自由とす

る．（各自の好きな文章でよい．例えば「雨にも負けず」や「スティーブ・ジョブズの

スピーチ」の一部など．） 
 

・ フォントのサイズを変える（標準は 10.5 ポイント） 
・ フォントを変える（標準は日本語が MS 明朝，英語が Times New Roman） 
・ 太字にする 
・ 斜体（イタリック）にする 
・ 添え字（下付き）a1, 上付き x2をつける 
・ 下線付きにする 
・ 右揃えにする（標準は両端揃え） 
・ 中央揃えにする 
・ 箇条書き（番号ありと番号なし） 
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2.2 文書の保存と印刷 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 表の作成 

 Word2016 で表を作成するには，ウィンドウ上部にある[挿入]タブをクリックし，[表]-[表
の挿入]を選択（左クリック）する．行と列の数を入力すると，表が表示される． 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 画像の取り込み 

 画像や写真を取り込んでみよう（Web 上の画像やデジカメで撮影した写真など）．例え

ば，http://photo.v-colors.com/や http://www.futta.net/で適当な画像を選んで右クリック，画像

をファイルに保存する．（ちなみにこれらのサイトからは，画像を自由に利用できること

になっているが，他のサイトを利用する場合は，利用上の注意をよく読んでから利用しよ

う．） 
Word2016 に画像ファイルを取り込むには，[挿入]タブ-[画像]を選択（左クリック）し，

取り込みたいファイルを選択すればよい．サイズを変更するには，左クリックで図をアク

ティブにしてから右隅等の「○」の個所をつまんでサイズを変えるか，図を選択したとき

に表示される[書式]タブの[サイズ]で大きさを数値で指定することもできる．複数の図の

大きさをそろえたいときなどは後者の方法が便利なので覚えておこう． 
Microsoft Officeでは Bingイメージ検索を使って画像を検索して挿入することができる．

[挿入]-[オンライン画像]を選択すると検索キーワードを入力するウィンドウが表示され

る．検索欄に例えば「パソコン」と記入するとパソコンの画像が表示され，利用できる．

デフォルトではクリエイティブコモンズライセンスの画像が表示される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（練習 1） 

作成した文書を Enshuu.docx という名前で“ドキュメント”フォルダ(もしくは

“Documents”フォルダ)内に保存しなさい．体裁を整えて，印刷プレビューで確認

しよう(ファイル→印刷で右側に表示される)．ただし，2.1で述べた機能をすべて使

っていること．印刷はしなくて良い． 
 

（練習 2）  

練習 1 で作成した Enshuu.docx に表を作成して，1 学期の時間割を入力しなさい． 
1 日 6 コマ，週 5 日で，時間・曜日の見出しをつけること．科目名は正式名称でな

くても良い． 
 

（練習 3） 

(1) 練習 2 で作成したEnshuu.docx に第 1 週目で作成した画像もしくはインターネッ

ト上のサイト(http://photo.v-colors.com/や http://www.futta.net/)から好きなフリー

の画像を取り込み，サイズの変更を行ってみなさい． 
(2) さらに Enshuu.docx にオンライン画像から，時間割表に似合う画像を取り込み

なさい．何を選ぶかは各自の好みで構わない． 

https://creativecommons.org/licenses/


筑波大学情報学群情報メディア創成学類 
 

 3 

 

2.5 変更履歴の利用 

 [校閲]タブ-[変更履歴の記録]を選択して，文書を修正してみよう．[変更履歴の記録]の
選択後に施された変更が自動的に記録・表示される．変更履歴の詳細は[校閲]タブ-[[変更

履歴]ウィンドウ]をクリックすると確認できる．何度も修正を繰り返すような場合には重

宝するだろう．初版からの履歴や誰が修正したかがわかり，重要な機能である． 
ドキュメント内の変更を反映させたい場合は，反映させたい文章を右クリックし，[～

の反映]を選択する．全ての変更を反映させた状態を表示させたいときは，[校閲]タブ-[承
諾]をプルダウンして[すべての変更を反映]を選択する．記録の採取を終了するには，[校
閲]タブ-[変更履歴の記録]を再度クリックすればよい． 

 
2.6 アウトラインの構築 

（参考）アウトライン機能を使って，章や節を立ててみよう．論文等の長い文章のとき

に有効である．[表示]タブ-[アウトライン]を選択することにより構築できる．（情報(実
習)の手引き p.180 参照） 

 
 
2.7 数式 

 Word2016 では数式ツールを用いて数式を作成することが出来る（情報(実習)の手引き p. 
175 参照）．[挿入]タブ-[数式]で現在のカーソル位置に数式スロットが作成され，数式ツー

ルで数式を選んで編集できるようになる．後半で習う LaTeX には敵わないが簡単な数式で

あれば十分使える．なお，数式ツールでは LaTeX に似た記法での記述も可能である(^で上

付き，_で下付き，¥alpha と書くとαとなるなど)．キーボードだけでほとんどの数式が打て

るようになるので余裕のある人は是非試してみよう． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（練習 4）次の数式を数式エディタを用いて Enshuu.docx に記述せよ． 
 

（１）f(t) = 1
2π ∫ 𝐹𝐹(𝜔𝜔)𝑒𝑒−𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝜔𝜔+∞

−∞  （フーリエ逆変換） 

 

（２）∆Ψ + 2m
ℏ2

(𝐸𝐸 − 𝑉𝑉)Ψ = 0  （シュレーディンガー方程式） 

 

（３）
1
√2

(1 + i) ∙ �
1 − i 0

0 1 − i 0

0 1 + i 0
0 1 + i

� ∙ 1
√2
�
1 0
0 1

0 0
0 0

0 0
0 0

0 −i
−i 0

� = �
1 0
0 1

0 0
0 0

0 0
0 0

0 1
1 0

� 

 
（４）各自，自分の好きな数式を記述すること．上記の（１）〜（３）と同等か，

それ以上に手の込んだ式にすること． 
 



筑波大学情報学群情報メディア創成学類 
 

 4 

2.8 図形描画 

 Word では，ドローソフトと同じように，直線や滑らかな曲線で構成された図形を描く機

能がある．描いた図形に対して，拡大／縮小，移動はもちろんのこと，変形させる，回転さ

せるなどの加工をすることが出来る．（手引きを参考に）Word2016 では[挿入]タブの[図形]

や[ワードアート]([テキストボックス]の右の アイコン)といった中から作図ができる． 

 
（練習 5） 

（１）基本図形，ワードアートをそれぞれ用いて，以下の図 1 のような図形を作成し

なさい．（ヒント：基本図形を表示させ，それを選択した後，上部の”書式”リボンから”ワ
ードアートのスタイル”というところの右の小さなボタンをクリックして[文字の効果の設

定]ウィンドウを表示し，3-D 書式の奥行き,質感や 3-D 回転を利用する．） 
 
 
 
 
 
      図 1：図形例 
 

（２）線，基本図形，ワードアートをそれぞれ用いて，好きな図形を Enshuu.docx に描

きなさい．尚，必ず線，基本図形，ワードアートを用い，上記の（１）（２）よ

りも手の込んだものにすること． 
 

 
2.9 図表のキャプション 

 レポートや論文といった技術文書では図や表は説明を補助するために使われるものであ

り，基本的に本文中で参照される．このとき，どの図なのかを指し示すために図につけられ

るのがキャプションであり，「図 1 説明」という形式で図表番号と図表の説明で構成される．

Word2016 でキャプションをつける場合は，図をクリックして選択した後，[参考資料]タブ

-[図表番号の挿入]をクリックすることで[図表番号ダイアログ]が表示されるので，[ラベル]
から「図」などを選択して OK ボタンをクリックするとキャプションがつけられる．番号は

Word が自動的につけてくれる．キャプションは編集できるので図表番号の後に適宜説明を

追加しよう．図のキャプションは図の下に，表は上につけるのが一般的なのでこれも覚えて

おこう． 
 キャプションをつけた図を本文中で参照する場合(例えば，「図 1 で示したように～」と本

文中で説明)は，[参考資料]タブ-[相互参照]をクリックし，[参照する項目]からラベル(上記

で設定した Figure や図)を選択し，[相互参照の文字列]から[番号とラベルのみ]を選択し，

最後に[図表番号の参照先]で参照したい図を選択して，[挿入]ボタンをクリックすればよ

い． 
 今週以降のレポートでは図や表を使う場合は，必ずキャプションをつけ，挿入した図は

必ず本文から参照すること．これらを行っていない場合は減点する． 
 
 
 
 

（練習 6） 練習 3 で貼り付けた画像および練習 5 で作成した図形にキャプションをつけ，

図を説明する本文を 1～2 分で良いので記述せよ．時間のある人は，相互参照を用い

て本文から参照してみよう． 
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3. PDF ファイルの作成 

3.1 PDF ファイルとは 

Word などで作った文書は，パソコンやプリンターの持っているフォント（字の形のデー

タ）が完全に同一ではないため，印刷時に少しだけ違って印刷される．一方，申請書用紙な

ど，原稿作成者はページを強く意識して原稿を作っていることも少なくない．また，きれい

な見栄えで文書データを配りたいが，修正・再利用は許したくない場合もある．このため，

写真のようにどこでもまったく同じ見栄えで出力できる出力用のデータ形式の必要性があ

り，最近は PDF (Portable Document Format) と呼ばれるデータ形式が使われている． 
PDF ファイルの作成には Acrobat などの有料ソフトウェアが必要だが，表示には無料の

Adobe Reader を使えばよい．フォントの情報を埋め込めば，ファイルサイズは大きくなるが，

読み手の環境には依存せず完全に同一の表示や印刷出力が得られる． 
 

3.2 PDF ファイルの作成 

PDF ファイルを作成するには，Word で[ACROBAT]タブ-[PDF を作成]をクリックする

([ファイル]タブ-[エクスポート]-[Adobe PDF を作成]でも可)．PDF ファイルの保存ウィンド

ウが出るので，ファイルの種類を PDF ファイル(*.pdf)，ファイル名を test.pdf のようにつけ，

[保存]ボタンをクリックする． 
スキャナで読み込んだ文書や画像，Word で作成した文書，Web ページのプリントアウト

など，素性の異なるデータでも PDF にしてしまえばページ単位で統一的に，あたかも紙を

束ねるような感覚で扱える．複数の PDF 文書を一つの PDF ファイルにするとか，ページの

切り貼りなども Acrobat 中で出来る．試してみよう(以降の説明は Word でなく Acrobat での

操作なので注意)． 
 

3.3 PDF ファイルの属性 

 Acrobat 中では文書のセキュリティ設定を変更できる．例えば，パスワードを入力しない

とファイルを開けなくすることができる．これを行うにはウィンドウ上部の[ファイル]メニ

ュー-[プロパティ]を選択して「文書のプロパティ」ウィンドウを出した後，[セキュリティ]
タブ-[セキュリティ方法]で[パスワードによるセキュリティ]選択する（図 2 参照）．  
 新たに図 3 のウィンドウが表示されるので，[文書を開くときにパスワードが必要]にチェ

ックを入れ，自分で考えた[文書を開くパスワード]を設定する． 
また，他にも印刷許可等の設定も行える．「権限」のところで｢印刷可｣かつ「変更不可」

として Web ページにおいたり，開くためのパスワードを設定してメールで送ったり，いろ

いろな場面で上手に活用しよう． 
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図 2：PDF のセキュリティ確認 

 

 
図 3：PDF のセキュリティ設定 

 
 
 
 
 

（練習 7） 

Word で作成した文書 Enshuu.docx を，PDF として保存しよう 
(1) 文書を PDF ファイルとして“ドキュメント”フォルダに保存してみよう． 

ファイル名は Enshuu.pdf とする． 
(2) ファイルを閉じよう．Word は起動したままで終了しないこと． 
(3) PDF を Acrobat Pro で開き，セキュリティ設定を変えて，開くのにパスワード 

が必要になるようにしてみよ． 
(火曜日出席チェック) 作成したファイル(Enshuu.docxと Enshuu.pdf両方)を TAに画面

上で確認してもらおう． 
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4. Microsoft Excel による表計算 

4.1 表計算とは 

表計算ソフトウェア(spread sheet)は，数や計算式，文字を入力して表を作成し，集計処

理を行うソフトウェアで，グラフ作成や簡単なデータベース構築もできる．有名なものに 
Excel, OpenOffice.org Calc, Google スプレッドシートなどがある． 
●用語 

ワークシート： 表のこと．縦横の線でマス目に区切られている 
セル： マス目のこと．セルの位置は行の数字と列のアルファベットで指定する 
行： ワークシート上の横線で区切られたセルの横並び 
列： ワークシート上の縦線で区切られたセルの縦並び 
ブック： 複数のワークシートをまとめたもの 

 
4.2 表の作成 
(1) データの入力・修正 

入力：データを入力するには，目的のセルを左クリックする．セルが太枠で囲まれたら

データを入力し，Enter キーを押して入力データを確定させる． 
修正：修正したいセルを左クリックして選択する．選択したセルの内容が数式バーに表

示されるので，数式バーの中で修正する．新しいデータで置き換えたい場合は，

セルを選択して新しいデータを入力する． 
● セルの選択 

数式やデータなどを入力する場合は，作業を行うセルを選択して，太枠で囲まれ

るようにする．セルの選択は，マウスでクリックするか，あるいはドラッグする．

矢印キーを使うと選択されているセルを移動できる．シート全体を選択するには，

左上隅の何も表示されていないセルを選択する． 
隣り合っていないセル，行，列を選択する場合は，Ctrl キーを押しながらクリッ

クまたはドラッグする． 

 
※ 著作権に関する注意事項 

文書やホームページの作成に当たって，文字情報や画像・音楽などの他人の著作物を利

用する場合は著作権法上の問題に留意しなければなりません．特に，ホームページに他人

の著作物を利用することは，公衆に提供する状態に置くことになるので注意が必要．全て

自分自身が作成したものであれば特に問題はありません． 
これらについては第 4 週により詳しく学びます． 

 
参照文献 
社団法人著作権情報センター. “デジタル・ネットワーク社会と著作権”. (オンライン), 
入手先< http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/index.html >, (参照 2015-04-13) 
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(2) 計算 

= で始まる計算式や関数をセルに入力すると自動的に計算が行われ，入力したセルに結

果が表示される．データを変更すると，計算結果やグラフに変更が反映される． 
● 式入力による計算 

   
  図 4：計算式の入力 

例１) 荒木の教科合計を求める． 
1. 合計結果を入れたいセル E2 を選択する． 
2. 先頭に=（等号）をつけて数式を入力する．合計点を求めるには，セル

E2 に「=B2+C2+D2」 と入力し，Enter キーを押す(図 4 参照) ．数式

の先頭には＝をつける． 

    
   図 5：計算が終了した状態 

Enter キーを押した後，E2 のセルには合計が表示されるが，実際は入力した数式

（ B2+C2+D2 ）が記憶されており(図 5 参照)， C2 などのセルの値を変更する

と E2 の計算結果も自動的に変更される． 
●関数 
Excel には数学，文字列操作，統計に必要な関数が準備されている． 

 例 2) SUM 関数を利用して荒木の合計点を求める． 
1. 結果を入れたいセルを選択する． 
2. 先頭に =（等号） をつけて関数を入力する．セル B2 から D2 の値を加

算するので，セル E2 に「=SUM(B2:D2)」 と入力し(図 6 参照)，Enter キ
ーを押す． 

     
図 6：SUM 関数を用いた計算式を入力した状態 

例 3) 順位を求める 
1 荒木の順位を求めるには，セル F2 に「=RANK(E2,E2:E4)」と入力する(図

7 参照)． 
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図 7：セル F2 への式の入力 

関数は，数式バーの左の (関数の挿入)ボタンを使っても入力できる．また「=」

を入力した後，数式バーの左端（普段は選択しているセル番号が表示されている

ところ）でも関数を選択できる． 
 
代表的な関数を次ページの表 1 に示す．詳しくは「関数の貼り付け」内にあるヘ

ルプを参照． 
 

表 1：Excel の代表的な関数 
関数名 目的 書式 例 

SUM 合計求める SUM（値もしくはセルの参照の並び） SUM(A1:A5) 

AVERAGE 平均値を求める AVERAGE（値もしくはセルの参照の並び） AVERAGE(A1:A6) 

STDEV 標準偏差を求める STDEV(値またはセル範囲の参照の並び) STDEV(B1:B5) 

MAX 最大の数値を返す MAX（値もしくはセル参照の並び） MAX(A1:A5) 

 
セルの参照は，「B2 から D2 」のように連続したセルの場合は「B2:D2」 と「: (コロン) 」

で区切ってセル番号を入力する．「B2 F2 G2」 のように不連続なセルの場合は「B2,F2,G2」
と「,  (カンマ)」でセル番号を区切って入力する． 
「A1」のようにセル番号を指定することを「セル参照」といい，「相対参照」と「絶対参

照」がある．相対参照は「A1」のような一般的な指定方法で，コピーしたときに参照して

いるセル番号が自動的に変更される．コピーでセル番号が変わっては困る場合は絶対参照を

用いる．絶対参照にするには行または列の始めには「$」記号をつける．例えば「B5」を絶

対参照したい場合は，「$B$5」と行と列の前に$ 記号をつける． 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) コピー 

セルの内容をコピーするには，｢コピー｣した後，目的のセルにカーソルを移動して｢貼り

付け｣を選択する．セルに記憶されている値や計算式がコピーされる．コピーによって計算

式内にあるセルの参照場所は自動的に変更される．時として，意図通りの結果にならないこ

とがあるので必ず確認すること(絶対参照をうまく使うと解決できることが多い)． 
計算式や関数が入っているセルは並べ替えなどによって値が変化する可能性がある．計算

式の（現在の）値をコピーしたい場合は，｢形式を選択して貼り付け｣（右クリックでセルを

(練習 8) 

各自，データを適当に入力し，上記の例 1~3 を自分で試してみよ． 
（水曜日出席チェック）練習 8 について合計や順位が正しく求められているか TA にチェック

してもらおう． 
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選択）を選ぶ．こうすれば，あたかも値を入力したかのように扱える．列全体をコピーする

には，最上段の「A」，「B」などをクリックする．行についても同様． 
また，Excel ではセルを選択したときの左下の「■」をドラッグするとその方向にデータ

がコピーされる．これをオートフィルという(図 8 および手引き p.283 参照)． 
 

 
図 8：オートフィルによるコピー 

 
 
 
 
 
 

 

4.3 データの並べ替え 
1)  並べ替えを行う部分を選択し，[データ]タブ-[並べ替え]を選択する．  
2)  「並べ替え」ダイアログボックスが表示される(図 9 参照)．「先頭行をデータの見出

しとして使用する」にチェックを入れる． 
3)  列を選択し，並べ替えのキーとして「値」を選択する． 
4)  並べ替え（昇順または降順）を選び「OK」ボタンを押す． 

 
図 9：「並べ替え」ダイアログボックス 

 
4.4 グラフの作成 

1) グラフにしたいセルの範囲を選択する．全体の場合は，左上隅の空白のセルを選択

する． 
2) [挿入]-[グラフ]からグラフの種類を選ぶ． 
3) ダイアログボックスが出てくるのでグラフの種類を選ぶ． 
4) クリックするとグラフが表示される． 

グラフを修正する場合は，左ボタンをクリックして修正する領域を選択すると，グラフツ

ール(デザイン，レイアウト，書式)というタブが出てくるので，そこで書式設定やグラフの

種類などを選ぶ．データマーカー，データ系列の色，グラフの種類などが変えられる． 
 
 

(練習 9) 

上記の，“｢コピー｣した後，目的のセルにカーソルを移動して｢貼り付け｣”，“｢形式を

選択して貼り付け｣”，“列全体をコピー”，”オートフィル”を自分で試してみよ． 
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図 10：４月の出費の割合 

 
4.5 印刷 
表とグラフをいっしょに印刷する場合は，まず，[ファイル]-[印刷]を選択し，右側の印刷

プレビューで必要な結果が得られていることを確認する．その後，中央上の「印刷」ボタン

をクリックすると印刷される．表の一部やグラフだけを印刷する場合は，印刷したい範囲を

ドラッグして印刷領域を選択し，先ほどの印刷画面の「設定」のところで「選択した部分を

印刷」を選ぶ．「印刷プレビュー」を活用し，無駄な出力をしないように気をつけよう． 
 
4.6 Wordへの貼り付け 
 Excel のデータは Word に貼り付けることもできる．コピーしたい範囲のセルを選択し，

Ctrl-C か右クリックで「コピー」を選択，Word を開き貼り付けたい場所で Ctrl-V か右ク

リックで貼り付ける．作成したグラフなども貼り付けることができるので試してみよう． 
 
 

 

(練習 10)  

表 2のデータを入力し，図 10のような円グラフを作成しなさい．表には罫線をつけ，

パーセンテージを表示させなさい．（ヒント：[レイアウト]-[データラベル]，ラベルを

右クリックして「データラベルの書式設定」） ． 

 

表 2：４月の出費 

費目 金額(円) 

家賃 40000 

食費 25000 

交通費 5000 

通信費 15000 

貯金 10000 

趣味 10000 

その他 5000 
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レポート課題（来週火曜日(5/1)の実習開始時に実習室Ⅲの教卓に提出） 

名前，学籍番号を 1 ページ目の左上に明記．複数ページになるときはホッチキスで

左上綴じ． 

 
 Excel2016 を用いて“意味のある”表とグラフを作成する．WWW から表形式の数

値データをダウンロードし，そのデータを加工して表とグラフにまとめなさい (例えば，

国連による人口統計データ( http://esa.un.org/unpd/wpp/ の Download Data Files の

Total Population) から好きな国の行を選んで自分の表にコピーする)．グラフには内容

を的確に表現するタイトル，凡例などを記入し，目盛りの大きさ(ラベル)，プロットする

記号などにも注意すること． 
自分で入力したデータ表とグラフを合わせて Word2016 に貼り付け，グラフ選択の方

針，どのようなデータを選び，どう加工したかなどの記述を追加すること．実習の感想

も記述すること． 

(練習 11) 

時間のある人は「情報(実習)の手引き」p.317 の例題(11 問)の全てを解いてみよう! 解
答例も掲載されているが，まずは解答を見ずに解いてみよう． 

 

http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/

