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第 1章 PCの基本 

 

 

 

1.1 PCの構成 

 

コンピュータには PCをはじめ、スーパーコンピュータ、スマートフォン、

サーバー、カーナビやゲーム機など多様な形態があります。ここでは PC を

例にコンピュータの成り立ちを解説します。 

 

 

1.1.1 ハードウェアとソフトウェア 

コンピュータを構成する要素には、ハードウェアとソフトウェアがあり

ます。ハードウェアはパソコンを構成する部品や装置のことです。キーボ

ード、マウス、ディスプレイ、プリンター、PC 本体などがそれに当たり、

入力や表示、データの記憶といった物理的な機能を果たします。 

 

図 1-1 物理的なハードウェアと論理的なソフトウェア 

 
 

ソフトウェアはコンピュータを動かすためのプログラム（命令の集合）

ハードウェアハードウェア ソフトウェア

7 

 

です。ハードディスクや USB メモリ、DVD などのメディアや媒体にデジタ

ルデータとして保持されており、ハードウェアによって処理されることで

機能します。 

 

ハードウェアだけでは機能が固定されますが、ソフトウェアがハードウ

ェアの機能をプログラムによって代替することで、コンピュータに汎用性

がもたらされます。 

 

 

1.1.2 ハードウェアの基礎知識 

コンピュータは一般的に、以下にあげる５つの装置により動作します。 

 

●演算装置…中央演算処理装置。計算処理を行う 

●記憶装置…データの記憶を行うハードディスクといわれるディスク装

置や DVDなどのリムーバブルメディア、USBメモリなど 

●入力装置…処理対象となるデータを受け付ける装置。キーボードやス

キャナーなど 

●出力装置…処理結果を出力する装置。ディスプレイやプリンターなど 

●制御装置…演算装置、記憶装置、入力装置、出力装置の間のデータの

やり取りを制御 

 

図 1-2 コンピュータの基本的構成要素 
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これらの５大装置は、CPUやメインメモリなどとして PCに実装されてい

ます。 

 

■CPU（中央演算処理装置） 

Central Processing Unitの略。演算装置と制御装置を合わせたもの

で、中央処理装置ともいいます。コンピュータの頭脳に当たる部分で、

プログラムを解釈し、実行します。 

 

■メインメモリ（主記憶装置） 

実行するプログラムやデータを一時的に記憶する機器。動作は高速で

すが、記憶容量が小さく、電源を切るとデータは消えます。 

 

■ディスク装置（補助記憶装置） 

メインメモリが一時的なデータ保管であるのに対し、ディスク装置は

大容量で、電源を切ってもデータを保存できます。長期保存が必要な

プログラムやデータはこちらに保存します。ハードディスクドライブ

型（HDD）や、ソリッドステートドライブ型（SSD）があります。 

 

■キーボードとマウス（入力装置） 

キーボードはキーを押すことで、データ入力やカーソル移動、印刷な

どの命令を入力する装置です。英語や日本語など言語に応じたキーボ

ードがあります。 

マウスはディスプレイ上のポインターやアイコンを操作するのに用い

られます。マウスを移動させると、運動量や方向によってポインター

が移動します。PC、マウスとキーボードとの接続法は、有線と無線接

続があります。 

 

■ディスプレイ装置とプリンター（出力装置） 

OS やアプリケーションから出力される画面を表示するのが、ディスプ

9 

 

レイ装置です。主な仕様として、縦横比を表すアスペクト比、総画素

数を示す解像度、表示色数、眼精疲労予防のフリッカーフリーの有無

などがあります。 

プリンターは、コンピュータから受け取ったデータを用紙などに印刷

する装置です。プリンターを利用するには機種ごとに対応したソフト

ウェアを導入します。 

 

図 1-3 プリンターの設定 

外部装置となるプリンターは「Windows の設定画面」で管理します。利用可能にす

るためには、プリンターに付属するソフトウェアを導入する必要があります。 

 

 

1.1.3 ソフトウェアの基礎知識 

ソフトウェアとはパソコンを動かすためのプログラムのことであり、広

義ではプログラムが処理するデータも含まれます。プログラムは、ハード
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ウェアの制御や基本的な操作に関わるオペレーションシステム（OS）と、

実際に作業の処理を行うアプリケーション・プログラムに分かれます。 

 

■オペレーションシステム 

ハードウェアによって導入できる OS は異なります。一般的な OS とし

ては Windows、macOS、スマートフォンやタブレット型端末では Android

や iOSがあります。本書は Windowsを前提に解説します。OSの主な役

割は次の通りです。 

 

＜ハードウェアの管理＞ 

様々な種類のハードウェアが競合しないよう管理したり、ハードウェ

アとソフトウェアのデータのやり取りを制御したりする。外部記憶装

置などの新しいハードウェアが接続されたとき、自動的に認識して使

用できるようにする。 

 

＜ソフトウェアの管理＞ 

複数のソフトウェアを並行して実行できるように管理する。ソフトウ

ェアにコンピュータの操作環境を提供する。 

 

＜ファイルの管理＞ 

ファイルをディスク装置などの記憶装置に書き込んだり、記憶装置か

ら読み込んだりする。 

 

■アプリケーション 

利用者の用途に応じて実行されるプログラムをアプリケーションとい

い、ブラウザやメールソフト、オフィス・ツールなどがあります。ハ

ードウェア購入時に導入されている場合と、自分で導入する場合があ

ります。プログラムファイルにはそれぞれアイコンが関連づけられて

おり、アイコンをクリックするとアプリケーションが起動します。 

11 

 

■バージョン 

OSやアプリケーションは、機能の追加や変更、削除、またセキュリテ

ィ上の問題に対応するために変更が生じます。セキュリティ対策の一

環としても更新作業を行い、最新状態に保つことが必要です。 

OSのバージョンを確認するためには、スタートボタン―[設定]アイコ

ン―[Windows の設定]―[システム]―[バージョン情報]の順にクリッ

クします。バージョンとビルド番号は大きいほうが新しい状態となり

ます。 

 

図 1-4 Windows のバージョン情報表示例 

 

 

 

セキュリティ対策となる更新プログラムが適用されているかどうかを

確認するには、スタートボタン―[設定]アイコン―[更新とセキュリテ

ィ]―[更新の履歴]の順にクリックします。正常に適用されていれば「正
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＜ハードウェアの管理＞ 

様々な種類のハードウェアが競合しないよう管理したり、ハードウェ

アとソフトウェアのデータのやり取りを制御したりする。外部記憶装

置などの新しいハードウェアが接続されたとき、自動的に認識して使

用できるようにする。 

 

＜ソフトウェアの管理＞ 

複数のソフトウェアを並行して実行できるように管理する。ソフトウ

ェアにコンピュータの操作環境を提供する。 

 

＜ファイルの管理＞ 

ファイルをディスク装置などの記憶装置に書き込んだり、記憶装置か

ら読み込んだりする。 

 

■アプリケーション 

利用者の用途に応じて実行されるプログラムをアプリケーションとい

い、ブラウザやメールソフト、オフィス・ツールなどがあります。ハ

ードウェア購入時に導入されている場合と、自分で導入する場合があ

ります。プログラムファイルにはそれぞれアイコンが関連づけられて

おり、アイコンをクリックするとアプリケーションが起動します。 
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■バージョン 

OSやアプリケーションは、機能の追加や変更、削除、またセキュリテ

ィ上の問題に対応するために変更が生じます。セキュリティ対策の一

環としても更新作業を行い、最新状態に保つことが必要です。 

OS のバージョンを確認するためには、スタートボタン―[設定]アイコ

ン―[Windows の設定]―[システム]―[バージョン情報]の順にクリッ

クします。バージョンとビルド番号は大きいほうが新しい状態となり

ます。 

 

図 1-4 Windows のバージョン情報表示例 

 

 

 

セキュリティ対策となる更新プログラムが適用されているかどうかを

確認するには、スタートボタン―[設定]アイコン―[更新とセキュリテ

ィ]―[更新の履歴]の順にクリックします。正常に適用されていれば「正
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しくインストールされました」と表示されます。最新情報は Microsoft

社のホームページで確認できます。 

 

図 1-5 Windows の更新の履歴表示例 

 

 

 

1.2 PCの基本的操作 

 

PC は適切な手順に従って操作をすることが必要です。ここでは PC 電源

の起動からサインイン、アプリケーション操作、サインアウト、シャット

ダウンまで、PCの基本的な操作を確認します。 

 

図 1-6 PC 操作の基本的な流れ 
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1.2.1 PC電源の起動からサインイン画面の操作へ 

PC 本体および接続している周辺機器に電源プラグが差し込まれている

ことを確認し、PC本体と周辺機器の電源ボタンを入れます。 

PC本体が起動すると[サインイン要求の画面]が表示されます。初期設定

の際に登録したパスワードを入力し、Enter を押します。複数のユーザー

で PC を利用しているときは、自分のアカウント ID を選択し、パスワード

を入力してサインインします。 

サインインすると、デスクトップの表示、特定のプログラムの起動、ド

ライブのアサインなどが実行されます。 

 

図 1-7 サインイン要求の画面 

 

 

 

1.2.2 サインアウト 

サインインしているアカウントと別のアカウントで PC を利用したい場

合、サインアウトすることでユーザーを切り替えることができます。1 台

の PCを複数の人が共有する場合などに使用します。サインアウトするには

Ctrl＋Alt＋Deleteを押し、[サインアウト]を選択します。 
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図 1-8 Ctrl＋Alt＋Delete で表示されるサインアウト選択画面 

 

 

 

1.2.3 PC電源の停止 

PC の電源を停止するには、完全に電源を切るシャットダウンの他、それ

までの作業を保存して一時中断する[スリープ]があります。[シャットダウ

ン]の操作は、スタートボタンから選択します。 

 

図 1-9 スタートボタンからのシャットダウン 
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1.2.4 パスワードの変更 

不正アクセスやパスワードの漏えいなどのセキュリティ対策のため、ユ

ーザーアカウントのパスワードを定期的に変更することが必要です。 

パスワードを変更するには、Ctrl＋Alt＋Deleteを押し、[パスワードの

変更]を選択して、現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、Enter

を押します。 

 

図 1-10 Ctrl＋Alt＋Delete の表示画面からパスワード変更

 

 

 

1.2.5 マウスの操作 

マウスを使い、ファイルやフォルダを開く、アプリケーションを起動す

る、メニューから機能を選択する、ウィンドウを移動する・サイズを変更

するなどの操作を行うことができます。基本操作は以下となります。 

 

＜クリック＞ 

マウスの左側のボタンを一回押す操作 
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＜右クリック＞ 

右側のボタンをクリックする操作 

 

＜ダブルクリック＞ 

左側のボタンを 2回続けて押す操作 

 

＜スクロール＞ 

スクロールホイールを転がしたりする操作 

 

＜ドラッグ＞ 

右または左のボタンをクリックしながらマウスを移動させる操作 

 

＜ドラッグアンドドロップ＞ 

ファイルやアイコンなどの対象物にマウスポインタを合わせ、ドラッ

グして指定した位置で離す操作 

 

図 1-11 マウスの操作 
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1.2.6 アプリケーションの起動操作 

サインインすると[デスクトップ]画面が表示されます。デスクトップの

操作を始めるには、画面左下の[スタートボタン]をクリックします。[スタ

ートメニュー]を開くと、インストールされているすべてのアプリケーショ

ンが表示され、対象のアプリケーションをクリックすると起動することが

できます。 

 

図 1-12 サインイン後のデスクトップ画面 

 

 

 

 

 

 

スタートボタン [スタートボタン]は[Windows ボタン]とも呼ばれる。 

アプリケーションや設定画面の起動、Windows の終了など、 

Windows のほとんどの操作は、この[スタートボタン]から 

開始することができる。 
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図 1-13 スタートボタンをクリックした状態 

 

 

 

 

 

 

■よく使うアプリケーションを[ピン留め]する 

よく使うアプリケーションをスタート画面やタスクバーに登録（ピン

留め）すると、アプリケーションを素早く起動できます。 

ピン留めするには、スタートボタンをクリックして表示されたメニュ

ーから[よく使うアプリ]または[すべてのアプリ]から対象のアプリケ

ーションを選択して右クリック、「その他」－「タスクバーにピン留め

する」の順にクリックします。 

また、アプリケーションを起動し、タスクバーに表示されたアイコン

を右クリックして「タスクバーにピン留めする」こともできます。 

 

[スタートボタン]からではなく、 

タスクバーにピン留めされている 

アイコンからアプリケーションを 

起動することも可能 
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図 1-14 タスクバーにピン留め 

 

 

 

 

1.2.7 アプリケーション切り替えの操作 

Windows 環境では複数のアプリケーションを同時に起動し、切り替えた

り、同時に表示して操作したりすることができます。 

 

■アプリケーションを切り替える 

起動しているアプリケーションを切り替えるには、以下の方法があり

ます。 

 

・タスクバー上のアプリケーションのアイコンをクリックする 

タスクバーにピン留めしたい 

アプリケーションのアイコンを 

右クリックし、「タスクバーに 

ピン留めする」を選択する。 
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・Windows＋Tab を押し、起動しているアプリケーションの一覧から切

り替えたいアプリケーションを選択し、クリックする 

 

・Alt＋Tab でアプリケーション選択画面を表示し、Alt を押しながら

Tab を押して、切り替えたいアプリケーションで Tabを離す 

 

■アプリケーション画面のサイズを調節する 

アプリケーションの画面のサイズは変更することができます。変更す

るには、アプリケーションの画面右上のアイコンで操作します。 

画面を任意のサイズに調節することもできます。画面の枠にポインタ

ーを合わせ、矢印に変わったところでマウスの左ボタンを押しながら

動かし、サイズが決定したらボタンを離します。 

 

図 1-15 アプリケーション画面のサイズ 

 

 

 

 

 

1.2.8 アプリケーション終了の操作 

アプリケーション画面右上の×印をクリックする、または Alt＋F4 で終

了します。データの保存が必要な場合は、保存してから終了します。Ctrl

＋S が基本的な保存方法です。 

 

 

  

最小化       最大化      終了 
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1.3 キーボードの操作 

 

キーボードには日本語、アルファベット、数字や記号のキーが配列され

ます。これらのキーを押すことで文字に対応した電気信号が PC本体に送ら

れ、処理を実行することができます。 

 

図 1-16 キーボード 

 

 

 

1.3.1 キーボードの配列と機能 

 キーボードには文字や数字だけでなく、アプリケーションによって機能

が割り付けられている F1 から F12 のファンクションキーなどがあります。

また、矢印キーはカーソルや入力する場所の移動に使います。 

 

■特殊な機能を持つキー 

文字入力の他、特殊な機能が割り当てられたキーもあります。 

 

＜主なキーボードの機能＞ 

キー名称 機能 

Esc 選択解除 

半角／全角 半角／全角入力モード切替 
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Tab 選択領域の移動 

Caps Lock 

英数 
アルファベット大文字小文字の切替 

Windows ボタン スタート機能 

無変換 漢字ではない文字候補の表示 

Space 空白の入力、変換キーと同じ機能 

変換 変換結果の文字候補の表示 

カタカナ 
ひらがな 
ローマ字 

漢字変換モードへの切替、 

カタカナとひらがなへの切替 

Enter 入力内容の確定など 

BackSpace 前方削除 

Shift シフトモードの文字入力 

Delete 削除 

PrintScreen 画面のコピー（スクリーンショット） 

NumLock テンキー機能のロックと解除 

 

 

■ホームポジション 

キーボードを正確により効率的に入力するために保ちたい位置が「ホ

ームポジション」です。 

「F」キーに左人差し指、「J」キーに右人差し指、スペースキーのあた

りに親指を軽く置く位置が基本です。 

 

 

1.3.2 キーボード入力モード 

日本語は文字の種類が多いため、キーボード上のキーでは足りません。

そこで、かな漢字変換システム（IME）を使用しています。日本語入力をす

23 

 

る場合、入力モードによって入力文字の種類を切り替えることができます。 

 

図 1-17 キーボード入力モード 

 

 

 

■ひらがな入力 

ひらがなを入力するには、[ローマ字入力]と[かな入力]のいずれかを

選択します。 

[ローマ字入力]と[かな入力]の切り替えは、Alt＋[カタカナひらがな]

で操作できます。 

 

＜ローマ字入力＞ 

アルファベットキーを使いローマ字方式で入力する 

 

＜かな入力＞ 

ひらがな文字のキーで直接、ひらがなを入力する 
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Tab 選択領域の移動 

Caps Lock 

英数 
アルファベット大文字小文字の切替 

Windows ボタン スタート機能 

無変換 漢字ではない文字候補の表示 

Space 空白の入力、変換キーと同じ機能 

変換 変換結果の文字候補の表示 

カタカナ 
ひらがな 
ローマ字 

漢字変換モードへの切替、 

カタカナとひらがなへの切替 

Enter 入力内容の確定など 

BackSpace 前方削除 

Shift シフトモードの文字入力 

Delete 削除 

PrintScreen 画面のコピー（スクリーンショット） 

NumLock テンキー機能のロックと解除 

 

 

■ホームポジション 

キーボードを正確により効率的に入力するために保ちたい位置が「ホ

ームポジション」です。 

「F」キーに左人差し指、「J」キーに右人差し指、スペースキーのあた

りに親指を軽く置く位置が基本です。 

 

 

1.3.2 キーボード入力モード 

日本語は文字の種類が多いため、キーボード上のキーでは足りません。

そこで、かな漢字変換システム（IME）を使用しています。日本語入力をす
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る場合、入力モードによって入力文字の種類を切り替えることができます。 

 

図 1-17 キーボード入力モード 
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＜ローマ字入力＞ 

アルファベットキーを使いローマ字方式で入力する 

 

＜かな入力＞ 

ひらがな文字のキーで直接、ひらがなを入力する 

 

8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   23 2020/03/02   11:32



24 

 

■カタカナ入力、漢字入力 

文字入力モードはタスクバー右側に表示されており、右クリックして

表示される IMEメニューから切り替えることも可能です。 

 

＜漢字・ひらがなを入力＞ 

[カタカナひらがな]でひらがなを入力する 

 

＜カタカナを入力＞ 

Shift＋[カタカナひらがな]で入力する 

 

■[ローマ字入力]モードで入力 

ローマ字入力は基本的に、キーにある英数字をそのまま入力し、ひら

がなに変換します。 

撥音の「ん」の入力は「N」ですが、母音（あいうえお）や半母音（や

ゆよ）の前、末尾にある場合は「NN」と入力します。あ行の小さい文

字は、最初に「L」または「X」キーを押します。 

 

例）こんばんは    K→O→N→B→A→N→H→A 

がっこう（学校） G→A→K→K→O→U 

しんあい（親愛） S→H→I→N→N→A→I 

 

 

1.3.3 IMEパッドの操作 

IME パッドは日本語文字入力をサポートするアプリケーションです。変

換を押しても該当の文字が表示されない場合や、読めない漢字を入力する

場合などに便利です。 

IME パッドを表示するには、タスクバーの[入力モード表示]部分を右ク

リックして[IMEパッド]を選択します。 
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図 1-18 IME メニューから IMEパッドを選択 

 

 

■手書文字認識 

手書きスペースにマウスで文字を書いて、右側に表示される候補から

選択し、[認識]をクリックします。 

 

図 1-19 IME パッドで手書き入力 
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1.3.4 IMEの設定 

ローマ字入力モードとかな入力モードの選択、句読点の種類などは、事

前に設定しておくことも可能です。 

設定するには、タスクバーの[入力モード表示]部分を右クリックして[プ

ロパティ]を選択し、[Microsoft IMEの設定]ウィンドウから[詳細設定]を

クリックします。[Microsoft IME の詳細設定]が表示されます。 

 

図 1-20 IME パッドの設定（詳細設定画面の表示） 
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■ローマ字入力など入力モードの設定 

 [ローマ字入力/かな入力]で入力モード、[句読点]で句読点のタイプ、

[記号]で記号の組み合わせを選択し、[OK]をクリックします。 

 

 

1.4 漢字変換の操作 

 

キーボードから文字を入力すると、入力データは下線が付いた状態で表

示されます。下線が付いているのは、文字の変換が確定しないためです。
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ここでは入力した文字を変換する方法を解説します。 

 

図 1-21 漢字変換操作の例 

 

 

 

1.4.1 基本操作 

かな入力モードまたはカタカナ入力モードで入力した文字を変換するに

は、入力したデータに下線が付いた未確定の状態で変換キーを押します。

変換が不要な場合は無変換キーを押します。候補が表示されるので、対象

の候補を選択します。 

また、入力データに複数の文節が含まれている場合、意図しない文節で

変換され、誤変換が発生することがあります。その場合は文節の区切りを

設定し、再度変換します。文節の区切りを設定するには、変換キーを押し

た後、Shift キーを押した状態で←・→で文節を区切りたい範囲を指定し

ます。 
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図 1-22 変換対象の文節区切り変更の例 

 

 

 

1.4.2 ファンクションキーの操作 

ファンクションキーを使うと、ひらがな、全角・半角カタカナ、全角・

半角アルファベットへの変換を行うことができます。 

 

●F6…ひらがなにする 

●F7…全角カタカナにする 

●F8…半角カタカナにする 

●F9…全角アルファベットにする 

●F10…半角アルファベットにする 

 

 

1.4.3 再変換および無変換キーの操作 

変換後に確定した文字列を再度変換するには、再変換したい文字を

Shiftキーを押しながら←・→で選択し、変換キーを押します。 

また、変換されていない状態で無変換キーを押すと、「ひらがな」「全角

カタカナ」「半角カタカナ」の順番で候補が表示されます。 
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1.4.4 単語の登録 

よく使用する文字や、変換しても表示されない文字などは、単語登録す

ると変換候補に表示することができます。単語登録するにはタスクバーの

[入力モード表示]部分を右クリックし、[単語の登録]を選択します。ここ

で、登録したい「単語」、単語の「よみ」、「品詞」を入力して[登録]をクリ

ックします。 

たとえば「インターネット」を単語登録する場合、単語を「インターネ

ット」、よみを「インタ」、品詞を「名詞」とし「インタ」とします。これ

で、「インタ」と入力すれば「インターネット」が変換候補に表示されるよ

うになります。 

 

図 1-23 「単語の登録」のウィンドウ 
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第 2章 情報の収集と管理 

 

 

 

2.1 ファイルとフォルダー 

 

ファイルとは、画像や動画、文書などパソコン上にあるデータのことで

す。フォルダとは、ファイルを収納する入れ物のことです。ここでは、フ

ァイルとフォルダーを管理する方法を解説します。 

 

 

2.1.1 データ管理とエクスプローラー 

Windows では、ファイルやフォルダーを[エクスプローラー]で管理しま

す。 

 

■エクスプローラーを起動する 

タスクバーのエクスプローラーアイコンをクリックします。 

エクスプローラーを起動するには、スタートメニューの[Windowsシス

テムツール]にあるエクスプローラーをクリックする方法もあります。 
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図 2-1 エクスプローラー起動画面 

左側：ナビゲーションウィンドウ 

右側：ナビゲーションウィンドウで選択したフォルダーの内容が表示される 

 

■ファイルやフォルダーの表示方法を変える 

 

図 2-2 エクスプローラー[表示タブ] 

①[表示]タブをクリック 

②[レイアウト]でサイズや表示形式を選ぶ 
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■新しいフォルダーを作成する 

[ホーム]タブの[新しいフォルダ]をクリックします 

 

図 2-3 新しいフォルダの作成 

 

■ファイル名・フォルダー名を変更する 

 

図 2-4 ファイル名・フォルダー名の変更 

①ファイルまたはフォルダーを選択 
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②[ホーム]タブの[名前の変更]をクリック 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 移動・コピー・ショートカット・削除 

ファイルやフォルダーは、別のフォルダーに移動したり、コピーやショ

ートカット、削除したりすることができます。 

 

■エクスプローラーの[ホーム]タブで操作する 

[ホーム]タブに、ファイルやフォルダーの操作に必要なコマンドがす

べて表示されています。 

 

  

Check! 
ファイル名やフォルダ名には、¥/:*?“<>|は使用できません。ただし、
全角は使用できます。 
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図 2-5 エクスプローラー[ホーム]タブ 

 

 

■マウスで「移動」「コピー」をする 

通常、同じドライブ間では「移動」、別のドライブ間では「コピー」に

なります。 

 

マウスを使った操作の場合 

Shift＋ドラッグ…「移動」 Ctrl＋ドラッグ…「コピー」 

 

図 2-6 ファイルの「移動」操作 
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図 2-7 ファイルの「コピー」操作 

 

■ショートカットを作成する 

よく使うファイルやフォルダーに、簡単にアクセスするためのアイコ

ンを作成することができます。 

 

①ショートカットを作成するフォルダーやファイルを右クリック 

②メニューの[ショートカットの作成（S）]をクリック 
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図 2-8 ショートカットの新規作成 

 

 

図 2-9 ショートカットアイコン 

 

 

 

 

 

 

■ゴミ箱 

不要になったファイルやフォルダーは削除します。ごみ箱を使った一

時削除と、完全削除があります。 
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図 2-7 ファイルの「コピー」操作 
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②メニューの[ショートカットの作成（S）]をクリック 

 

  

37 

 

図 2-8 ショートカットの新規作成 

 

 

図 2-9 ショートカットアイコン 
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時削除と、完全削除があります。 
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図 2-10 ごみ箱（空の状態）   図 2-11 ごみ箱（ごみ有り） 

 

 

 

 

 

マウスで削除するファイルやフォルダーのアイコンをデスクトップ上のご

み箱にドラッグアンドドロップする。 

 

ごみ箱を右クリックし、メニューの[ごみ箱を空にする]をクリックすると、

完全に削除されます。 

 

図 2-12 ごみ箱を空にする 

 

 

 

2.2 データストレージ 

 

ストレージとはデータの保管場所です。データ・情報を相互にやり取り

する方法として、USB メモリなどの各種データストレージがあります。こ

こでは各種メディアの特徴と機能、取り扱い方を説明します。 
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2.2.1 メディアの種類と機能 

ここでは、メディアを取り外して持ち運べる「リムーバブルメディア」

と、インターネット上のネットワークサービスとして提供される「オンラ

インストレージ」について見てみます。 

 

コンピュータ本体の外部インターフェイスを利用し、接続できる取り外

し可能なストレージやメディアは、主に以下のものがあります。 

 

■リムーバブルメディア 

外付けディスク 
磁気ディスクを内蔵する HDD、不揮発性メモリを

内蔵する SSD があり、USBケーブル等で接続 

光学ディスク 
ドライブはパソコンに内蔵。CD、DVD、Blu-rayな

どのメディアを利用 

USBメモリ 
フラッシュメモリの一種。パソコンの USBポート

に直接挿入して使用 

SDメモリー 

カード 

フラッシュメモリの一種。SD、miniSD、microSD

などがある 

 

■オンラインストレージ 

NAS 
Network Attached Storage のこと。ネットワー

クを媒介して接続する 

クラウド 

ストレージ 

インターネット上でファイルを共有するサービ

ス。Google ドライブ、OneDrive などがある 
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2.2.2 メディアの利用法 

各種メディアの利用法は以下の通りです。 

 

■リムーバブルメディアを接続する 

外付けディスク、光学ディスクは、利用する前に初期化が必要なもの

もあります。USB メモリなどのフラッシュメモリは、接続してすぐ利

用することができます。 

 

■リムーバブルメディアを取り外す 

図 2-13 メディアアイコンから取り出し 

エクスプローラーのメディアアイコンの上で右クリックし、[取り出し]をクリック 
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図 2-14 タスクバーから取り出し 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 
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図 2-14 タスクバーから取り出し 
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④ 

 

 

 

 

 

デスクトップ画面右下に「ハードウェアの取り外し」が表示されたら取り外す 

 

■オンラインストレージを利用する 

ここでは、Gmailと連携する Googleドライブについて見てみます。利

用するにはまず、Googleにログインします。 

 

図 2-15 Google アプリとドライブ 

 

Google 検索の[Google アプリ]にある[ドライブ]をクリック 
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図 2-16 マイドライブ 

 
[マイドライブ]の[ファイルをアップロード]をクリックし、保存するファイルを選択 

 

■ドライブに保存したファイルやフォルダーを共有する 

ドライブに保存したファイルやフォルダーは、他のユーザーと共有す

ることができます。 

 

図 2-17 ファイルの共有 

共有するファイルを右クリックし、メニューの[共有]を選択 
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図 2-16 マイドライブ 

 
[マイドライブ]の[ファイルをアップロード]をクリックし、保存するファイルを選択 

 

■ドライブに保存したファイルやフォルダーを共有する 

ドライブに保存したファイルやフォルダーは、他のユーザーと共有す

ることができます。 

 

図 2-17 ファイルの共有 

共有するファイルを右クリックし、メニューの[共有]を選択 
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図 2-18 他のユーザーと共有 メールアドレス入力画面 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有するユーザーの電子メールアドレスを入力し、共有相手の権限（閲覧、コメ

ント、編集）を選択する 
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2.3 コンピュータのデータ表現 

 

 

2.3.1 デジタル情報 

コンピュータは数値や文字、画像、音声などさまざまな情報を、すべて

デジタル化して処理しています。ここでは、コンピュータがデータをどの

ように表現しているかを学びます。 

 

■デジタルデータ 

コンピュータは電気信号でデータを表現します。電気信号のオンを

“0”、オフを“1”と表し、文字や画像や音楽などさまざまな種類の

データを“0”と“1”の組み合わせに置き換えています。これをデジ

タルデータといいます。 

 

■ビット（bit）とバイト(byte) 

デジタルデータの量は、ビットやバイトなどの単位で表します。 

 

ビットはデジタルデータの最小単位で、電気信号の“0”か“1”を示

します。1つのビットで“0”と“1”の 2通りのデータを表現でき、4

ビットで 16通り、8 ビットでは 256通りと、ビットが増えると表現で

きる組み合わせも増えます。 

 

ビットが８個集まったものを 1 バイトといい、これがコンピュータの

基本単位となります。 
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■ビット数と表現パタン数対応表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 コンピュータの処理 

私たちは普段、10 進数を使っていますが、コンピュータは数字や文字列

を 2 進数の形式に変換し、処理を行っています。ここではコンピュータの

処理特性を解説します。 

 

■2進数／10進数変換 

2 進数は“0”と“1”で表記され、10進数では 10になると位が上がる

ように、2 になると位が上がります。この位取りの基本となる数字を

基数といい、2 進数では 2 です。コンピュータは 10 進数から 2 進数、

または逆の変換の処理を行うことがあります。 

Check! 
デジタルデータは不連続な変化をします。これに対し、時間や音など
の連続して変化するデータをアナログデータといいます。 

ビット数 最小値
（２進数）

最大値
（２進数）

表現パタン数
（10進数）

0 0 0 0

1 0 1 2

2 0 11 4

3 0 111 8

4 0 1111 16

5 0 11111 32

6 0 111111 64

7 0 1111111 128

8 0 11111111 256
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■計算式 10進数から 2進数への変換 

  
10 進数から 2 進数の変換…変換元の 10 進数を順次 2 で割って、余り

を並べます。割れないところまできたら、余りを下から順に並べます。

これが、2進数に変換したものです。 

 

■10 進数から 2 進数の変換対応表 

 

2 進数から 10 進数の変換…2 進数の桁数と 10 進数の値の対応表を用

意します。 

2進数の各桁を 10進数に換算し、これらを合計します。 

 

■アナログデータからデジタルデータへの変換 

特定のアナログデータは、2 進数のデジタルデータに変換が可能です。

たとえば写真は、画像をマス目に細かく分割し、マス目の位置や色な

どを“0”と“1”の組み合わせに置き換えることができます。 

192  (2 ・・・0
96   (2 ・・・0
48   (2 ・・・0
24   (2 ・・・0
12   (2 ・・・0
6    (2 ・・・0
3    (2 ・・・1
1    

10進数「192」を２進数に変換すると、
結果は「11000000」

8桁目 7桁目 6桁目 ５桁目 4桁目 3桁目 2桁目 1桁目

2進数 1 1 1 1 1 1 1 1

10進数 128 64 32 16 8 4 2 1

2進数の各桁と10進数の値の対応表を準備して、
2進数「11000000」を10進数に変換する。
２進数の8桁目と7桁目に対応する10進数が
「128」と「64」で他は「0」である。
これらを合計すると結果は「192」となる。
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■デジタルデータの長所 

デジタルデータには下記のように、アナログデータにはない長所があ

ります。 

 

・長期保存が可能 

・ネットワーク上に保存でき、共有や整理がしやすい 

・複製が容易。複製を繰り返しても劣化しない 

・記録媒体に大量の情報を保存でき、持ち運びしやすい 

・加工が容易にできる 

・保管スペースが少なくすむ 

 

 

2.3.3 データとアプリケーション 

私たちは、文書データは「MS word」、表データは「MS Excel」、テキスト

データは「メモ帳」、写真は Adobe社の「フォトショップ」などのアプリケ

ーションを使います。 

 

アプリケーションは特定のデータ形式を前提に設計されています。たと

えば写真データでは JPEG 形式が一般的で、デジタルカメラを使って JPEG

形式で撮影したデータは、PCに取り込んでそのまま表示や編集が可能です。

また、文書編集のアプリケーションは「Word」の利用率が高いため、他の

文書編集アプリケーションも Word のデータ形式を処理できるよう互換性

があります。 

 

一方、データ形式が異なり、それに対応していないアプリケーションで

は、ファイルを読んだり処理したりすることができません。このように、

それぞれのアプリケーションの機能仕様には、コンピュータで取り扱うデ

ータ形式が関係しています。 
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2.3.4 データの保存形式 

パソコン上で作成したデータやネットワークなど外部から取り込んだデ

ータ、デジタル形式に変換されたデータはコンピュータにファイルとして

保存されます。 

  

■データファイルとプログラムファイル 

ファイルには、アプリケーションの実行に使われる「プログラムファ

イル」とアプリケーションで作成した「データファイル」があります。

システム制御用やソフトウェア製品に用いられるプログラムファイル

は専用のフォルダーに格納されており、基本的に、これらのファイル

をユーザーが操作することはありません。 

 

ファイルを指定するには、フォルダー名、ファイル名が必要です。

Windows環境ではファイル名は「ベース名」と「拡張子」で構成され、

OSは拡張子の文字列によって、プログラムファイルかデータファイル

かを判別します。 

  

■拡張子 

プログラムファイルの拡張子は「.exe」「.com」または「.dll」です。 

  

データファイルの拡張子は、Excelの「.xlsx」、Word の「.docx」、Power 

Pointの「.pptx」などがあります。データファイルは、拡張子の種類

によって自動的に対応するプログラムに関連付けられており、関連付

けされたプログラムのことを「既定のアプリ」といいます。データフ

ァイルをクリックすると関連付けられたプログラムが起動し、データ

ファイルが開きます。 
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2.3.4 データの保存形式 

パソコン上で作成したデータやネットワークなど外部から取り込んだデ
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ファイルには、アプリケーションの実行に使われる「プログラムファ
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2.3.5 文字コード 

文字は「文字コード」で処理され、ディスプレイに表示する際、画像と

して処理します。ここでは文字コードについて解説します。 

  

■コンピュータでの文字の処理 

文字コードとは、文字一つ一つに割り当てられた番号のことです。こ

の番号と文字の対応表を「文字集合」といい、日本語や英語など言語

ごとにあります。文字集合を符号化し、コンピュータで扱えるように

することを「符号化方式」といいます。ディスク装置への書き込み処

理は、文字コードで保存されます。 

  

■文字コードの種類 

英数字用の文字コードに ASCII があります。英文はアルファベット、

数字、特殊記号、制御文字があればよく、 ASCII では 1文字を表現す

るのに 7ビットの容量で足ります。 

 

日本語の文字コードは Unicode、Shift_JIS、EUC_JPなど複数あります。

日本語は漢字、ひらがな、カタカナなど文字の数が多いため、1文字に

つき 2バイト以上要する文字コードもあります。「メモ帳」アプリケー

ションは、ファイル保存時に文字コードを選択できます。 
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図 2-19 文字コード選択 
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図 2-19 文字コード選択 
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第 3章 情報の文書化と集計・分析 

 

 

 

この章では、MS Word2016(以下 Word)を使い様々な情報を編集し文書化

する方法を学びながら、ワードプロセッサの機能と基本操作を確認します。 

  

 

3.1 ワードプロセッサ入門 

 

ワードプロセッサ・ソフトウェアとは、文章の入力・編集・レイアウト・

印刷・保存などを行うソフトウェアのことです。テキストを編集するだけ

でなく、図や写真、グラフをレイアウトして文書を作成することができま

す。ここでは Microsoft社が提供する Word2016の基本機能と基本操作を学

びます。 

  

 

3.1.1 ワープロソフトの概念と機能 

Wordは論文や報告書、企画書などの文書だけでなく、はがきやポスター、

カレンダーなど様々な印刷物を作成することができます。 

  

■Wordの主な機能 

ここでは Wordでできることを確認します。 

  

・テキストの編集…入力したテキストの文字サイズやデザイン、配置

を設定し、見栄えの良い文書を作成。 

・オブジェクトの操作…図形、画像、ビデオ、数式、表、グラフなど
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のレイアウトや編集。 

・様々なフォーマットに対応…Word（拡張子.docx）以外に、PDF（拡

張子.pdf）、Web ページ（拡張子.htm）、OpenDocument テキスト（拡

張子.odt）などのファイルフォーマットにも対応。 

・様々なレイアウトに対応…A3、A4、B5など様々な用紙サイズに対応。

また、マス目つきの原稿用紙や、新聞や雑誌のような段組みの書式

など、多様なレイアウトが可能。 

・テンプレートの利用…FAX送付状、挨拶状、レターヘッド、年賀状な

ど豊富なテンプレートを利用できる。独自のテンプレートを保存す

ることも可能。 

・共有…ファイルを OneDrive などオンラインストレージにアップロ

ードし、他のユーザーと共有して共同で編集作業ができる。 

・多様な印刷機能…印刷プレビューで確認してから印刷できる。アド

レス一覧のデータを文書に差し込み、宛先ラベルや案内書などを大

量に印刷する差し込み印刷にも対応。 

 

 

3.1.2 文書ファイルの操作（データの取り込みと保存） 

ここでは Wordの起動から文書の保存までの操作を確認します。 

  

■Wordを起動する 

Wordを起動すると、白紙の文書やテンプレートとよばれる文書のひな

型が並ぶスタート画面が表示されます。[オンラインテンプレートの検

索]にキーワードを入力すれば、MS 社が提供する office online のテ

ンプレートをダウンロードすることもできます。 
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図 3-1 Word スタート画面 

 

  

 ■Wordの基本画面 

スタート画面で[白紙の文書]を選択すると、白紙の新規作成画面が

表示されます。 

 

図 3-2 Word 新規作成画面 

 

オンラインテンプレートの検索 

白紙の文書 

リボン クイックアクセスツールバー タイトルバー 

ステータスバー 

 

表示モード 

ズームスライダー 
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■文書を保存する 

リボンの[ファイル]タブから[上書き保存]（ショートカットキー：Ctrl

＋S）を選択するか、[名前を付けて保存]（F12 キー）を選択します。

表示された保存ダイアログで保存する場所を指定し、[ファイル名]を

入力、[ファイルの種類]で保存するファイル形式を選択し、[保存]を

クリックします。 

  

図 3-3 保存ダイアログ 

 

 

■保存した Word 文書を編集・別名保存する 

既存の文書を開いて編集するには、エクスプローラーを起動（Windows

＋E）し、ファイルの保存場所を開いてファイルを開きます。これを別

名でコピー保存するには、[ファイル]タブから[名前を付けて保存]を

選択します。 

  

 

3.1.3 Wordの基本操作 

ここでは、Word 文書の編集画面の基本操作を確認します。 
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■テキストを入力する 

テキストは、カーソルが点滅している位置に入力します。 

 図 3-4 テキスト入力とカーソル 

 

 

カーソルは矢印キーやマウスで移動できますが、入力済みテキストの

範囲や空白ページの文頭に限られます。あるいは、白紙部分でマウス

をダブルクリックすると、カーソルを表示させることができます。 

 

■同じテキストを挿入する 

コピー（Ctrl＋C）、貼り付け（Ctrl＋V）の機能を使えば、再入力する

手間を省くことができます。また、テキストを切り取って移動するこ

ともできます。 

  

コピーと貼り付け… →コピーしたい場所にカーソルを表 

示し、 

切り取りと移動… →移動したい場所にカーソルを表示 

し、 

  

コピーや切り取るテキストを選択するにはドラッグして範囲を指定す

るか、以下の方法があります。 

カーソル 

XCtrl +

VCtrl +

CCtrl +

VCtrl +
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■文字の検索・置換 

特定のテキストをまとめて修正するには、[検索と置換]（Ctrl＋H）機

能が便利です。文書に含まれるテキストを、まとめて別のテキストに

置き換えることができます。また、置換ではなく文書中の特定のテキ

ストを検索するには、Ctrl＋Fでナビゲーションウィンドウを表示し、

キーワードを入力して検索することができます。 

  

図 3-5 検索と置換 

 

 

 

 

 

■表示モードを変更する 

Wordには 5種類の表示モードがあり、通常は印刷レイアウトで表示さ

れます。表示モードを変更するには、リボンの[表示]タブをクリック

して[表示]グループから選択します。 

  

  

全範囲を選択

ダブルクリック 単語の選択

文章の選択

3回クリック 段落の選択

Ctrl + ダブルクリック

Ctrl + A

Check! 
テキストの操作を含め、Word の各種操作はファイルを閉じる前であ
れば、直前の操作を Ctrl＋Zで取り消し、元に戻すことができます。 
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図 3-6 表示モード選択 

 

表示モードにはそれぞれ以下の特徴があります。 

 

  

■ウィンドウの表示を変更する 

Wordはウィンドウの表示法を選ぶことができます。ウィンドウを上下

に分割する画面分割は、複数ページにわたる文書を作成する際、別々

のページを見ながら編集することができて便利です。画面分割するに

は、リボンの[表示]タブにある[ウィンドウ]グループで[分割]を選択

します。分割バーは、マウスでドラッグして位置を調整できます。 

  

  

閲覧モード 文書の閲覧を優先。全画面表示になり、スクロールも不要になる。

印刷レイアウト 印刷時の見た目の確認に適したモード。

Webレイアウト Webブラウザで表示した場合のレイアウトを確認できる。Webページの作成に利用。

アウトライン 文書を箇条書で表示。長文の文書の構成を確認する際などに利用。

下書き 画像や図形を省略し、テキストのみを表示。
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図 3-7 ウィンドウの分割 

 

 

また、ウィンドウの整列機能を使うと、文書を並べて開くことができ

ます。複数の文書を同時に編集する場合などに利用します。 [ウィン

ドウ]グループで[整列]をクリックします。 

  

図 3-8 ウィンドウの整列 
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します。分割バーは、マウスでドラッグして位置を調整できます。 

  

  

閲覧モード 文書の閲覧を優先。全画面表示になり、スクロールも不要になる。

印刷レイアウト 印刷時の見た目の確認に適したモード。

Webレイアウト Webブラウザで表示した場合のレイアウトを確認できる。Webページの作成に利用。

アウトライン 文書を箇条書で表示。長文の文書の構成を確認する際などに利用。

下書き 画像や図形を省略し、テキストのみを表示。
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図 3-7 ウィンドウの分割 

 

 

また、ウィンドウの整列機能を使うと、文書を並べて開くことができ

ます。複数の文書を同時に編集する場合などに利用します。 [ウィン

ドウ]グループで[整列]をクリックします。 

  

図 3-8 ウィンドウの整列 
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3.1.4 文字書式・段落書式・レイアウト設定 

Wordは文字のサイズやデザイン、配置を変えるなど様々な設定をするこ

とができます。 

 

■文字書式を設定する 

ページ全体の書式設定は、リボンの[レイアウト]タブにある[ページ設

定]グループで設定できます。 

  

図 3-9 ページ設定グループ 

 

 

文字単位あるいは段落単位の書式の設定は、リボンの[ホーム]タブに

ある[フォント]グループまたは[段落]グループで設定します。 

  

図 3-10 [フォント] [段落]グループ 

 

  
ダイアログボックス起動ツール 

61 

 

図 3-11 [フォント]ダイアログ 

 

 

[フォント]グループではフォントの種類、フォントサイズ、太字や下

線などのスタイル、ルビやカコミ線の設定などを行うことができます。

詳細な設定は[ダイアログボックス起動ツール]をクリックし、[フォン

ト]ダイアログで行います。 

  

■ミニツールバー 

テキストを選択するとテキストのそばに表示されるミニツールバーに

は、フォントサイズやフォントの種類、フォントの装飾などよく使う

機能がまとまっているので、素早く書式設定ができます。 

  

図 3-12 ミニツールバー 
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■段落書式を設定する 

左端・中央揃え・右端揃えなど文字の配置、箇条書きや段落番号、イ

ンデントなどの段落書式は[段落]グループで設定することができます。

インデントとは、段落の書き出しの位置を設定する機能です。指定し

た行を字下げ（文字を右に寄せる）、字上げ（左に寄せる）することが

できます。 

  

図 3-13 [段落]ダイアログ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check! 
Wordでは文字の大きさをポイント（pt）という単位で表します。標準
は 10.5ptで、サイズを大きくするにはポイントの数値を上げます。 
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段落書式の詳細設定は[ダイアログボックス起動ツール]をクリックし、

[段落]ダイアログで行います。 

  

■レイアウトを設定する 

ページ全体のレイアウトや印刷用紙の選択などは、[レイアウト]タブ

の[ページ設定]グループで行います。 

  

図 3-14 [ページ設定] 

 

 

ここでは以下の設定ができます。 

  

  

 

アイコン 名 称 機 能

文字列の方向 縦書き・横書きの文字列の方向を設定

余白 裁ちトンボで区切られた本文入力領域外の余白の設定

印刷の向き 印刷用紙の縦向き・横向きの設定

用紙サイズ A4・B5といった用紙サイズの設定

段組み 新聞や雑誌などにみられるコラム形式の表示形式の設定

原稿用紙設定 マス目や下線のついた原稿用紙を設定
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3.1.5 オブジェクトを挿入する 

Wordは図や表、グラフ、画像やビデオなど様々なオブジェクトを挿入し、

編集することができます。オブジェクトの挿入は[挿入]タブで行います。 

  

図 3-15 挿入タブ 

 

 

■図を挿入する 

[図]グループでは、丸や三角、四角などの基本図形、保存済みの図や

写真、インターネット（Bing）上の画像、図形、SmartArtグラフィッ

ク、グラフ、スクリーンショットを挿入できます。 

  

SmartArtとは情報を視覚的に表現する機能で、多彩なレイアウトから

選んで作成することができます。 

  

図 3-16 SmartArt の選択画面 
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グラフは折れ線、円、棒グラフなどさまざまな種類を作成できます。

[グラフ]ダイアログでグラフ選択後に表示されるスプレッドシートに

データを入力すると、グラフが作成されます。 

  

図 3-17 グラフの挿入 

 

■表を挿入する 

[表]の機能を使うと、列数と行数を指定し、表を作成することができ

ます。表を挿入したい位置にカーソルを表示させ、[表]をクリックし

て[表の挿入]ダイアログを表示します。マウスでグリッドを選択する

と表が挿入されます。 

  

図 3-18 表の挿入 

 

8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   64 2020/03/02   11:32



64 

 

3.1.5 オブジェクトを挿入する 

Wordは図や表、グラフ、画像やビデオなど様々なオブジェクトを挿入し、

編集することができます。オブジェクトの挿入は[挿入]タブで行います。 

  

図 3-15 挿入タブ 

 

 

■図を挿入する 

[図]グループでは、丸や三角、四角などの基本図形、保存済みの図や

写真、インターネット（Bing）上の画像、図形、SmartArtグラフィッ

ク、グラフ、スクリーンショットを挿入できます。 

  

SmartArtとは情報を視覚的に表現する機能で、多彩なレイアウトから

選んで作成することができます。 

  

図 3-16 SmartArt の選択画面 

 

65 

 

グラフは折れ線、円、棒グラフなどさまざまな種類を作成できます。

[グラフ]ダイアログでグラフ選択後に表示されるスプレッドシートに

データを入力すると、グラフが作成されます。 

  

図 3-17 グラフの挿入 

 

■表を挿入する 

[表]の機能を使うと、列数と行数を指定し、表を作成することができ

ます。表を挿入したい位置にカーソルを表示させ、[表]をクリックし

て[表の挿入]ダイアログを表示します。マウスでグリッドを選択する

と表が挿入されます。 

  

図 3-18 表の挿入 

 

8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   65 2020/03/02   11:32



66 

 

表を挿入すると、リボンに[デザイン]タブと[レイアウト]タブが表示

されます。[デザイン]は罫線の種類や太さ、色など、[レイアウト]で

は行や列の追加や削除、セルの結合や分割などの設定ができます。 

  

 

 

 

  

■ヘッダー・フッターとページ番号を設定する 

Word文書の上の余白をヘッダー、下の余白をフッターといい、タイト

ルや見出し、ページ番号のように連続した数値などを挿入することが

できます。 

  

図 3-19 ヘッダーとフッター 

 

ヘッダー・フッターおよびページ番号の挿入は、[挿入]タブの[ヘッダ

ーとフッター]グループで設定します。 

  

■改ページを挿入する 

改ページ機能は、論文やレポートなど長文の文書で、章や節ごとにペ

ージを改めて新しいページから開始する場合などに便利です。設定す

るには、ページを区切りたい位置でカーソルを表示し、Ctrl＋Enterを

Check! 
8行×10列を超える表を挿入する場合は、[表の挿入]ダイアログの[表

の挿入]で列数と行数を入力し、[表の挿入]をクリックします。 
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押します。 

 

■セクション区切りを挿入する 

セクション区切りを挿入すれば、ページごとではなく、セクションご

とにヘッダー・フッター、ページ番号、縦書き・横書き、用紙設定な

どを設定することができます 

  

図 3-20 セクション区切り 

  

 

 

3.2 表計算ソフト入門 

 

表計算ソフトはデータの計算・集計・分析を行うソフトウェアです。表

計算ソフトを利用することで計算処理の精度が上がり、また、単純な四則

演算から様々な関数計算、再計算、グラフ化や印刷などを行うことができ
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ます。 

 

3.2.1 表計算ソフトの概念と機能 

表計算ソフトは、会計や統計などの計算処理、データベースの作成、プ

ログラミング（マクロ機能）など幅広い場面で利用されています。表計算

ソフトの大きなメリットは、正確な計算を行うと同時にその計算式もファ

イル内部に保管するため、「参照」によって計算式を再利用できることです。 

  

ここでは Microsoft 社が提供する表計算ソフト、Excel2016 を前提に学

んでいきます。Excel の主な機能として、さまざまな関数の計算処理、グラ

フや表の作成、図形の作成、シミュレーション、データベース機能などが

あります。 

  

 

3.2.2 Excelの構成要素 

Excelを起動すると、格子状のワークシートが表示されます。1つ以上の

ワークシートをまとめたものをブック（またはファイル）といい、保存は

ブック単位で行います。 
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図 3-21 新規ブック画面 

 

  

次からは画面の主な構成要素を確認します。 

 

■ワークシート 

ワークシートはデータや数式を入力するためのシートです。ワークシ

ートは追加・削除、コピー・移動をしたり、名前を付けたりすること

ができます。ワークシートの表示を切り替えるには、[シート見出し]

をクリックします。 

  

■セル 

ワークシートを構成するマス目の一つ一つをセルといい、ここに数値

や文字、数式を入力します。セルの指定はマウスのクリックや矢印キ

ー、Tabキーで行い、選択したセルを[アクティブセル]といいます。ア

クティブセルに入力したデータは[数式バー]に表示され、データの編

集はセルまたは数式バーで行うことができます。 

  

行

列セル

数式バー リボン 

列番号 

行番号 

シート見出し 

表示モード 

名前ボックス 

ズームスライダー 

スクロールバー 
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 ■行・列 

ワークシートの縦方向の並びを行、横方向の並びを列といいます。セ

ルは縦方向の行番号（数字）と横方向の列番号（アルファベット）の

値によって位置を表します。この位置情報をセル番地といい、[名前

ボックス]に表示されます。行と列はコピー、移動、挿入、削除が可

能です。 

  

■リボン 

ファイル操作、編集、図やグラフの挿入、関数、印刷などの作業に使

うタブ・ボタンが配置されています。 

  

■水平・垂直スクロールバー 

上下左右にスクロールしてワークシートの表示範囲を変更することが

できます。 

  

 

3.2.3 ファイルの操作 

ここではファイルの起動から作成、保存までを確認します。 

  

■新規ファイルを作成・保存する 

Excel を起動すると、白紙のワークシートを含む複数のテンプレート

が表示されます。ここでは[空白のブック]を前提に説明します。ファ

イルにデータを入力・編集後、保存するには、リボンの[ファイル]タ

ブから[名前を付けて保存]を選択し、ファイル名と保存先を指定して

OK をクリックします。なお、Excelはファイル形式も選択可能です。 
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図 3-22 名前を付けて保存画面 

  

 

■既存ファイルを編集・保存する 

保存済みのファイルを開くには、エクスプローラーまたは Excel 起動

時のスタート画面で選択し、編集することができます。編集中のファ

イルは[上書き保存]をクリック、または Ctrl＋Sで保存できます。 

  

■編集ファイルを別名保存する 

編集中のファイルを別名でコピー保存するには、[名前を付けて保存]

で保存します。 

  

 

3.2.4 セルの操作 

ここでは文字や数値をセルに入力する方法を確認します。 
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 ■行・列 

ワークシートの縦方向の並びを行、横方向の並びを列といいます。セ
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ボックス]に表示されます。行と列はコピー、移動、挿入、削除が可

能です。 
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ファイル操作、編集、図やグラフの挿入、関数、印刷などの作業に使

うタブ・ボタンが配置されています。 
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ブから[名前を付けて保存]を選択し、ファイル名と保存先を指定して

OKをクリックします。なお、Excelはファイル形式も選択可能です。 
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図 3-22 名前を付けて保存画面 
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8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   71 2020/03/02   11:32



72 

 

■データを入力する 

入力したいセルをクリックし、データを入力して Enter を押すとデー

タが確定します。すでにデータが入力されているセルに入力すると、

既存のデータは消去されます。部分的に編集する場合は、セルをダブ

ルクリックするか F2 キーを押す、または[数式バー]で編集します。 

 

■セルの表示形式を設定する 

日付、通貨などの分類に応じて、セルごとに表示形式を設定すること

ができます。表示形式を設定するには、対象のセルを選択し、リボン

の[ホーム]タブの[数値]グループにあるアイコンから設定します。 

  

図 3-23 ［セルの書式設定］ダイアログ 表示形式 

 

 

■セルの配置を設定する 

セル内の文字や数値の配置を設定することができます。設定するには、
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対象のセルを選択して[ホーム]タブの[配置]で設定します。 

 

図 3-24 ［セルの書式設定］ダイアログ 配置 

 

 

[文字の配置]は右・左・中央揃え、上・上下中央・下揃えを設定でき

ます。[文字の制御]の[折り返して全体を表示する]にチェックを入れ

ると、セルから溢れて表示されていた文字データが右端で折り返し表

示されます。[縮小して全体を表示する]にチェックを入れると、フォ

ントサイズを縮小してセル内ですべての文字が表示されます。連続し

たセルを選択してから[セルを結合する]にチェックを入れると、選択

したセルが結合し、一つのセルとして扱われるようになります。 

  

■フォントの設定を変える 

[セルの書式設定]では、フォントの種類、サイズ、色、セルの罫線や

色なども設定することができます。表を見やすくするのに便利です。 
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・[フォント]タブ…セル内の文字のフォントの種類、スタイル、サイ

ズ、下線、色、文字飾りが設定できます。 

・[罫線]タブ…特定のセルに罫線を引くことができます。罫線を引く

セルを選択し、[罫線]タブで線のスタイルや色を設定します。 

・[塗りつぶし]タブ…選択したセルの背景色や模様を選択できます。 

  

■セルをコピーする 

セルをコピーして移動することができます。コピーするにはまず、コ

ピーしたいセルを選択して Ctrl＋C（コピー）を押し、移動先のセルを

選択して Ctrl＋V（貼り付け）を押します。コピー元のセルに点線が表

示されていれば続けて貼り付けができます。また、選択したセルを切

り取り（Ctrl＋X）、移動（Ctrl＋V）することもできます。 

  

■行・列をコピー・移動する 

行と列もコピーし、移動することができます。コピーしたい行または

列の番号をクリックして Ctrl＋C を押し、移動先の行番号または列番

号をクリックして Ctrl＋Vを押します。 

  

貼り付け先のデータを残したままコピー元のデータを追加するには、

移動先の行番号または列番号をクリックして、[ホーム]タブの[セル]

グループにある[挿入]をクリックし、[コピーしたセルを挿入]をクリ

ックします。 

 

■行・列を追加・削除する 

行・列の挿入は、挿入したい行または列の番号を右クリックして[挿入]

をクリックします。削除するには、削除したい行または列の番号を右

クリックして[削除]をクリックします。 
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■行の高さ、列の幅を調整する 

入力した内容がセルからはみ出ている場合など、行の高さや列の幅を

調整することができます。行の高さを調整するには、行番号の境界に

マウスポインターを当ててクリックし、表示された上下矢印をマウス

で上下にドラッグして調整します。列の幅も同様にして調整します。 

  

図 3-25 マウスで行の高さを調整 

 
 

列番号や行番号を右クリック、メニューから[行の高さ]「列の幅」を

選択し、ダイアログで数値を入力することもできます。 

 

■連続データを入力する 

オートフィル機能を使うと、基準となるデータをドラッグするだけで

連続したデータを入力することができます。基本的に、日付や時間、

曜日など規則的に変化するデータであればオートフィルを利用できま

す。 

  

設定するには、基点となるセルを選択し、セル右下角にマウスポイン

ターを当てて表示される十字型のフィルハンドルをドラッグします。 
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クリックして[削除]をクリックします。 
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図 3-26 フィルハンドルで入力 

  

  

 

3.2.5 ワークシートの操作 

セルの集合体がワークシートです。ワークシート単位の操作を覚えると

作業の効率と精度を上げることができます。 

  

■ワークシートに名前を付ける 

Excel では 1 つのブックに複数のワークシートをまとめることができ

ます。それぞれのシートの内容がわかるように、シートに名前を付け

ます。名前を付けるには、シート見出しをダブルクリックし、名前を

入力します。 

  

■ワークシートを追加、削除する 

新しいワークシートを追加するには、シート見出しの右にある＋アイ

コンをクリックすると、既存シートの右側に追加されます。ワークシ
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ートを削除するには、削除したいワークシートのシート見出しを選択

して右クリック、[削除]をクリックします。 

  

図 3-27 ワークシートの「＋アイコン」 

 

 

■ワークシートをコピーする 

ワークシートは同一ファイルや別のファイルにコピーを作成できます。

作成済みの表もコピーして再利用できるので便利です。同一ファイル

内でコピーするには、コピーしたいシート見出しを選択し、Ctrlを押

しながらドラッグします。 

  

別ファイルにコピーを作成するには、コピー先のファイルを開いてお

きます。次にコピーしたいシート見出しを選択して右クリック、[移動

またはコピー]をクリック、[移動先ブック名]から移動先を選択、[コ

ピーを作成する]にチェックを入れます。ここでチェックを入れないと、

指定ファイルに移動されます。 

  

■ワークシートの表示範囲を指定する 

特定の行や列を固定表示した状態で、画面スクロールできるようにし

ます。画面表示におさまりきらない大きなシートを表示する場合に便

利です。設定するには、固定表示したい境界のセルを選択、リボン上

の[表示]タブにある[ウィンドウ枠の固定]のプルダウンメニューから

[ウィンドウ枠の固定]をクリックします。解除するには、同じプルダ

ウンメニューから[ウィンドウ枠固定の解除]をクリックします。 
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図 3-28 ウィンドウ枠の固定 

 

 

3.2.6 計算式の入力 

Excel は、計算結果を表示させたいセルに計算式を入力すると、自動的

に計算することができます。Excelで計算するには次のルールがあります。 

  

・計算式の英数字は半角で入力する 

・計算式の前に「＝」を入れる 

・演算記号は足し算「+」、引き算「-」、掛け算「*」、割り算「/」、累乗「^」

を使う 

・計算式の中にセルの番地を入れておくと、そのセルの値が計算式に与え

らえる 

・数式の入力時に別のセルをクリックすると、そのセル番地が数式に入る 

  

Excelでは、四則演算を行う「算術演算子」の他、大小を比較する「比較

演算子」、文字を連結させる「文字列連結演算子」、セルの範囲を指定する

「参照演算子」など、さまざまな演算子を利用できます。 

  

 

3.2.7 関数と集計 

Excel 関数とは、目的の計算をするためにあらかじめ用意されている数

式のことです。必要なデータを入力するだけで値を求めることができます。
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Excel では、用途に応じて 400 種類以上の関数が提供されています。ここ

では関数の入力の基本と、利用頻度が高く業務効率の向上が期待できる関

数を紹介します。 

  

■関数を入力する 

関数を利用するには、「=」の後に関数を入力、続いて関数で計算する

データ「引数」を指定します。計算結果を「戻り値」といいます。 

  

引数には、数字や文字列、計算式、また、数値などのデータが入力さ

れたセルやセルの範囲などを指定することができます。引数は半角の

()で囲み、引数が文字列の場合は“”で囲みます。 

  

関数の入力にはいくつかの操作方法があります。 

  

・数式タブで[関数の挿入]から関数を選択し、ガイドに従い入力 

・数式タブで[オート SUM]のメニューから処理を選択 

・数式タブで各カテゴリから関数を選択し、ガイドに従い入力 

・「＝」の後に関数と引数を直接入力 

  

■オート SUMを使う 

ここでは、簡単な操作で数式を入力できる[オート SUM]機能を使い、

セル範囲の合計を求める方法を確認します。 
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図 3-29 オート SUM を使った操作 

 

操作手順は、計算式を入力するセルを選択し、[オート SUM]のメニュ

ーから[合計]を選択。合計するセル範囲が自動的に指定されるので、

よければ Enter を押します。調整が必要であれば、セルをドラッグし

て範囲を修正してから Enterを押します。 

 

■セル参照をする 

数式でセルの値を使うことをセル参照といいます。セル参照を利用す

ると、参照元のセルの値が変化しても、自動的に計算結果を反映させ

ることができます。セル参照は「=」や「*」などの記号を入力後、目

的のセルをマウスでクリックすると設定できます。セル参照は数式を

含むセルの連続コピー（オートフィル）にも有効です。 
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■相対参照と絶対参照 

セル参照は、数式をコピーしたり移動したりする場合、参照元のセル

を固定するかどうかを指定することができます。固定しない参照法を

相対参照、固定する参照法を絶対参照といいます。 

  

・相対参照…セル参照を使った数式をコピーすると、コピー先に応じて

参照するセルが変わります。通常、Excelで数式をコピーすると相対

参照になります。 

  

・絶対参照…セルの数式をコピーすると、相対参照により参照先のセル

が自動的に変わることで、求める計算結果を得られない場合がありま

す。そのような問題は、セルをコピーしても参照するセルが変わらな

いように固定することで解決します。絶対参照をするセルを指定する

には、セル番地に「＄」を付けます。 

  

図 3-30 連続コピーが成功するケースと失敗するケース 

 

商品ごとの売上比率を求める場合、売上合計金額を示す D7セルを固定すれ

ばいいので、「=D3/D$7」として連続コピーすれば、求める計算を行うこと

ができます。 

  

  

連続コピーOK 連続コピーNG 

8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   80 2020/03/02   11:32



80 

 

図 3-29 オート SUM を使った操作 

 

操作手順は、計算式を入力するセルを選択し、[オート SUM]のメニュ

ーから[合計]を選択。合計するセル範囲が自動的に指定されるので、

よければ Enter を押します。調整が必要であれば、セルをドラッグし

て範囲を修正してから Enterを押します。 

 

■セル参照をする 

数式でセルの値を使うことをセル参照といいます。セル参照を利用す

ると、参照元のセルの値が変化しても、自動的に計算結果を反映させ

ることができます。セル参照は「=」や「*」などの記号を入力後、目

的のセルをマウスでクリックすると設定できます。セル参照は数式を

含むセルの連続コピー（オートフィル）にも有効です。 

81 

 

■相対参照と絶対参照 

セル参照は、数式をコピーしたり移動したりする場合、参照元のセル

を固定するかどうかを指定することができます。固定しない参照法を

相対参照、固定する参照法を絶対参照といいます。 

  

・相対参照…セル参照を使った数式をコピーすると、コピー先に応じて

参照するセルが変わります。通常、Excelで数式をコピーすると相対

参照になります。 

  

・絶対参照…セルの数式をコピーすると、相対参照により参照先のセル

が自動的に変わることで、求める計算結果を得られない場合がありま

す。そのような問題は、セルをコピーしても参照するセルが変わらな

いように固定することで解決します。絶対参照をするセルを指定する

には、セル番地に「＄」を付けます。 

  

図 3-30 連続コピーが成功するケースと失敗するケース 

 

商品ごとの売上比率を求める場合、売上合計金額を示す D7セルを固定すれ

ばいいので、「=D3/D$7」として連続コピーすれば、求める計算を行うこと

ができます。 

  

  

連続コピーOK 連続コピーNG 

8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   81 2020/03/02   11:32



82 

 

図 3-31 絶対参照の利用例（売上比率） 

 

 

＄は F4 キーで設定でき、F4 キーを押すごとに参照法を切り替えることが

できます。参照法は＄の位置によって以下のようになります。 

  

・アルファベットの前に＄…列を固定 

・数字の前に＄…行を固定 

・アルファベットと数字の両方の前に＄…行と列を固定 

 

■様々な関数 

Excel に入力したデータは、関数を使い加工・集計することで幅広く

活用することができます。ここではいくつかの関数の例を紹介します。 

  

・AVERAGE関数/MEDIAN関数…AVERAGE 関数は指定した範囲の平均値を、

MEDIAN関数は中央値を返します。 

  

  

連続コピーOK 
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図 3-32 MEDIAN 関数利用例 

 

 

・IF 関数…条件が trueの場合はある値を、falseの場合は別の値を返すと

いうように、条件に合わせて返す値を変えます。たとえば、得点に対し

て合格・不合格を判定する場合、80点以上で“合格”、80点未満で“不

合格”の戻り値を返します。 

 

図 3-33 IF 関数の利用例 

 

この場合の数式は、「=IF(B2>=80,”合格”,”不合格”) 」となります。 
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連続コピーOK 
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・VLOOKUP 関数…指定した範囲内から検索条件に合う値を返します。必要

なデータは検索値（何を検索するか）、検索範囲（どこを検索するのか）、

列番号（どの列にある値を抽出するか）です。関数は VLOOKUP（検索値,

検索範囲,列番号,検索の型）となります。あらかじめ、検索値が検索範

囲の最も左の列になるようにデータを整理しておく必要があります。 

  

図 3-34 VLOOKUP 関数の利用例 

 

 

食品の kcal/100ｇの値を献立内容のカロリーに反映させる作業を例にす

ると、検索値は献立内容の文字列、検索範囲は E4:F10、列番号は範囲の 2

列目なので 2となります。 
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第 4章 情報の提示と発信 

 

 

 

4.1プレゼンテーション入門 

 

プレゼンテーションとは、相手に自分の意見をわかりやすく伝え、相手

の理解と賛同を得るためのコミュニケーション方法です。コンピュータに

よるプレゼンテーションでは、テキストだけでなく表・グラフ、音声、静

止画像、動画など様々なコンテンツを活用し、効果的な発表を行うことが

可能です。ここでは、プレゼンテーション用のソフトウェア（以下プレゼ

ンソフト）としてよく使われる Microsoft社の PowerPoint2016につい

て、基本的な機能やプレゼンテーションのためのスライド作成について学

びます。 

 

 

4.1.1 プレゼンテーションソフトの概念と機能 

PowerPoint2016 は多様な情報を取り扱える他、文書を直観的にわかりや

すく表現する機能、躍動感のある演出をする機能など様々な機能がありま

す。 

 

■PowerPoint の主な機能 

ここでは PowerPoint でできることを確認します。 

 

1.スライドの作成 

PowerPoint で作成するプレゼンテーションのページのこと。様々な

レイアウトで作成できます。基本的に文字の入力は箇条書きとなり、
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レベルをつけて階層構造化することで見やすくできます。 

 

2.オブジェクトの操作と効果の設定 

画像、図形、表、SmartArtグラフィックその他のオブジェクトを自

由に配置し、編集できます。また、テキストを含むオブジェクトにア

ニメーションを設定できます。 

 

3.様々なフォーマットに対応 

PowerPoint は PDF 形式（拡張子.pdf）、PNG 形式（拡張子.png）、 

OpenDocument（拡張子.odp）など異なるファイルフォーマットにも対

応します。 

 

4.テンプレートの利用とマスター機能 

レイアウト、色、フォント、背景スタイルをセットにしたスライド

の無料テンプレートが用意されています。オリジナルのスライドを作

成するマスター機能もあります。 

 

5.共有 

OneDrive などにプレゼンテーションを保存して他のユーザーと共

有し、同時に共同で編集作業することができます。 

 

6.印刷とリハーサル 

スライド画面の印刷や、レイアウトを確認するためにスライドを縮

小表示して複数同時に印刷する配布資料印刷など様々な印刷機能があ

り、プレゼンテーションの準備に便利です。リハーサル機能を使えば

プレゼンテーションを録音し時間を計ることができます。 

 

7.プレゼンテーションの実行 

スクリーンやパソコンの画面などに作成したプレゼンテーションを
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表示し、フルスクリーンでスライドを切り替える「スライドショー」

機能があります。事前にリハーサル機能でスライドを切り替えるタイ

ミングを保存して自動実行したり、リモートの参加者にはインターネ

ット経由で表示するオンラインプレゼンテーション機能もあります。 

 

■PowerPoint の画面 

ここでは、PowerPoint の基本となる画面構成とその役割を確認します。

既定で表示される標準表示では、スライド一覧のサムネイルと、編集

対象のスライドのスライドウィンドウで左右に分割されています。 

 

図 4-1 PowerPoint の編集モード画面 

 
①クイックアクセスツールバー 

よく使う機能をボタンとして追加して利用できる 

②タイトルバー 

作業中のファイル名が表示される 

③サムネイル 

作成したスライドの縮小版が表示される 

④スライドウィンドウ 

スライドを編集する領域 

① ②

 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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⑤リボン 

スライドの編集に使う機能をまとめた領域 

⑥ステータスバー 

スライドの枚数が表示される他、画面表示のモードの切り替えができる 

 

 

4.1.2 プレゼンファイルの操作 

ここでは PowerPoint の起動から保存するまでを確認します。 

 

■新しいプレゼンテーションを表示する 

PowerPointを起動するとスタート画面が表示されます。 

 

図 4-2 PowerPoint スライドの新規作成 

 

 

[新しいプレゼンテーション]をクリックすると、白紙のスライドが表

示されます。 

[オンラインテンプレート]にキーワードを入力し、MS 社が提供する

OfficeOnlineのテンプレートを利用することもできます。 

 

  

オンラインテンプレートの検索 

白紙のスライド 

89 

 

■スライドを保存する 

リボンの[ファイル]タブから[上書き保存]をクリック、または[名前を

付けて保存]をクリックします。PDF 形式や OpenDocument プレゼンテ

ーション形式など、PowerPointプレゼンテーション形式以外の形式で

保存するには、保存ダイアログで[ファイルの種類]を選択します。 

 

図 4-3 プレゼンテーションの保存 

 

 

■既存 PowerPoint プレゼンテーションの編集と保存 

プレゼンテーションのスタート画面で[他のプレゼンテーションを開

く]をクリックすると、既存のファイルを指定して開くことができます。 

 

図 4-4 プレゼンテーションファイル 
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PowerPointを起動するとスタート画面が表示されます。 

 

図 4-2 PowerPoint スライドの新規作成 

 

 

[新しいプレゼンテーション]をクリックすると、白紙のスライドが表

示されます。 

[オンラインテンプレート]にキーワードを入力し、MS 社が提供する

OfficeOnlineのテンプレートを利用することもできます。 

 

  

オンラインテンプレートの検索 

白紙のスライド 
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■スライドを保存する 

リボンの[ファイル]タブから[上書き保存]をクリック、または[名前を

付けて保存]をクリックします。PDF 形式や OpenDocument プレゼンテ

ーション形式など、PowerPointプレゼンテーション形式以外の形式で

保存するには、保存ダイアログで[ファイルの種類]を選択します。 

 

図 4-3 プレゼンテーションの保存 

 

 

■既存 PowerPoint プレゼンテーションの編集と保存 

プレゼンテーションのスタート画面で[他のプレゼンテーションを開

く]をクリックすると、既存のファイルを指定して開くことができます。 

 

図 4-4 プレゼンテーションファイル 
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4.1.3 スライドの操作 

ここでは、スライド編集画面の基本操作を確認します。 

 

■スライドを追加する 

新規のプレゼンテーションを作成すると、表紙用のスライドが表示さ

れます。2枚目のスライドを追加するには、[ホーム]タブの[新しいス

ライド]をクリックし、スライド一覧から選択します。現在表示されて

いるスライドの下に、新しいスライドが追加されます。 

 

図 4-5 スライドの追加とレイアウト一覧 

 

 

図 4-6 貼り付けのオプション 
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■スライドを削除する 

スライド一覧で削除したいスライドを選択し、 Delete または

Backspaceキーを押します。 

 

■スライドを複製する 

スライド一覧で複製したいスライドを選択し、右クリックしてメニュ

ーから[スライドの複製]をクリックします。 

 

図 4-7 スライドの複製 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表示モードを変更する 

PowerPoint起動後は標準モードで表示され、様々な表示形式に変更で

きます。表示形式は[表示]タブをクリックして[プレゼンテーションの

表示]で確認し、切り替えることができます。 
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PowerPoint起動後は標準モードで表示され、様々な表示形式に変更で

きます。表示形式は[表示]タブをクリックして[プレゼンテーションの

表示]で確認し、切り替えることができます。 

  

8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   91 2020/03/02   11:32



92 

 

図 4-8 [表示タブ]で表示形式の選択 

 

・標準…スライド作成に使う編集モード 

・アウトライン表示…テキストのみの表示に変更できる 

・スライド一覧…すべてのスライドを横並びに縮小表示する 

・ノート…スライドに発表者ノートを付けて、印刷イメージを確認できる 

・閲覧表示…PowerPoint ウィンドウでスライドショーを実行する 

 

一部の表示形式はステータスバーのアイコンでも変更できます。 

 

図 4-9 ステータスバーの表示モードアイコン 

 

 

■アウトライン表示 

スライドのテキスト部分のみをサムネイルに表示できます。プレゼン

テーションの構成を検討したり、全体を把握したりする場合などに便

利です。 

  

標準モード 
スライド一覧 

閲覧表示 
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図 4-10 アウトライン表示モード 

 
サムネイルウィンドウにテキストを入力すると、スライドに自動的に反映されます。 

 

■スライド一覧表示 

プレゼンテーション内のすべてのスライドが縮小表示され、全体を俯

瞰できます。スライドを移動先にドラッグし、順番を入れ替えること

もできます。 

 

図 4-11 スライド一覧表示 
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■ノート表示 

ステータスバーの[ノート]をクリックするとノートペインが表示され、

スライドごとにメモを入力できます。プレゼンテーションの際、メモ

を参照しながら発表することができます。 

 

図 4-12 ノート表示ボタン 

 

図 4-13 ノート表示 

 

95 

 

■閲覧表示 

PowerPointウィンドウでプレゼンテーションを実行できます。タスク

バーも表示されるので、操作をしながらスライドを切り替えてプレゼ

ンテーションを行うことができます。 

 

図 4-14 閲覧表示 

 

 

 

4.2 PowerPointの基本操作 

 

ここではテキストの入力やデザイン、スライドショーなど PowerPointの

基本操作を確認します。 

 

 

4.2.1 テキストの入力と編集 

 

■テキストを入力する 

PowerPointでテキストを入力するには、プレースホルダとよばれる点
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■閲覧表示 
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線の枠内に入力するか、テキストボックスを利用します。ここではプ

レースホルダに入力する方法を解説します。 

 

■プレースホルダ 

プレースホルダの内側をクリックするとカーソルが表示され、テキス

トを入力できる状態になります。プレースホルダーはサイズや位置、

角度を変更でき、削除することもできます。 

 

図 4-15 プレースホルダ 

 

 

■文字書式を設定する 

テキストはフォントの種類、フォントサイズ、太文字や斜体字などの

文字書式を設定できます。よく使うものは[ホーム]タブの[フォント]

グループにアイコンで登録されています。詳細な設定をする場合は、

ダイアログボックス起動ツールをクリックすると、詳細な設定項目が

表示されます。 

サイズ変更ハンドル 
角度変更ハンドル 
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図 4-16 [フォント]ダイアログ 

 

 

■リストのスタイルを変更する 

PowerPointは箇条書きが基本です。行頭文字は最初は「・」が表示さ

れますが、[ホーム]タブの[段落]にある[箇条書き]または[段落番号]

で変更することができます。 
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図 4-16 [フォント]ダイアログ 

 

 

■リストのスタイルを変更する 

PowerPointは箇条書きが基本です。行頭文字は最初は「・」が表示さ
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図 4-17 [段落]ダイアログ 

 

 

図 4-18 箇条書きと段落番号 
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■レベルを設定する 

箇条書きの階層関係をレベルといいます。テキストの前にカーソルを

表示させて、Tab キーを押すごとに階層のレベルが下がり、テキスト

の位置が右にずれます。Shift＋Tabキーを押すとレベルが上がり、テ

キストの位置が左にずれます。レベルによって文字サイズも変わりま

す。 

 

図 4-19 レベルとインデント 

 

 

 

4.2.2 デザインテーマの適用 

PowerPointでは、スライドの色や模様、フォントなどのデザインと書式

がセットになったスライドのデザインテンプレートのことを「テーマ」と

いい、標準で 30種類以上用意されています。 
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図 4-17 [段落]ダイアログ 

 

 

図 4-18 箇条書きと段落番号 
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図 4-20 デザインテーマの選択 

 
 

■テーマを選ぶ 

[デザイン]タブの[テーマ]からテーマギャラリーを開きます。任意の

テーマにマウスポインターを合わせると、テーマを適用した状態をプ

レビューできます。任意のテーマをクリックするとスライドに適用さ

れ、すべてのスライドに同じテーマが自動的に適用されます。 

 

図 4-21 プレビュー画面 

 

 

■テーマのバリエーションを変更する 

テーマはそのままに、配色や文字のデザインなど見た目を変えること

ができます。[デザイン]タブの[バリエーション]のメニューから変更

できます。 
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図 4-22 バリエーション 

 

 

■スライドサイズを変更する 

スライドの縦横比率を変更するには[ユーザー設定]の[スライドのサ

イズ]メニューで変更できます。スライドの背景の書式設定を変更する

には[背景の書式設定]の作業ウィンドウを表示して設定します。 

 

図 4-23 スライドのサイズ 
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図 4-22 バリエーション 
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[ユーザー設定のスライドのサイズ]を選択すると、様々なサイズを

設定できます。 

 

図 4-24 ユーザー設定のスライドのサイズ 

 

 

 

4.2.3 スライドショーの設定と実行 

ここでは、スライドショーでプレゼンテーションを実行するための基本

操作を解説します。 

 

■スライドショーの設定をする 

プレゼンテーションを実行する前に、[スライドショーの設定]を確認

します。 

 

図 4-25 スライドショータブ 
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図 4-26 スライドショーの設定 

 

 

スライドショーの実行中にその場で書き込みをするペンツールの色、

レーザーポイントの色、「発表者ツール」の使用の有無などを設定しま

す。発表者ツールとは、聴衆に見せる画面とは別に、発表者専用の画

面を利用できる機能です。メモや経過時間などを一つの画面で確認で

きます。 

 

■スライドショーを実行する 

プレゼンテーションを実行するには、[スライドショー]タブの[スライ

ドショーの開始]にある[最初から]をクリックします。 

 

図 4-27 スライドショー開始[最初から] 
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[ユーザー設定のスライドのサイズ]を選択すると、様々なサイズを

設定できます。 

 

図 4-24 ユーザー設定のスライドのサイズ 
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きます。 
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プレゼンテーションを実行するには、[スライドショー]タブの[スライ
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図 4-27 スライドショー開始[最初から] 

 

8-2_コンピュータリテラシー教材_本文.indd   103 2020/03/02   11:32



104 

 

■プレゼンテーションの実行に使うキー操作 

プレゼンテーション実行中のスライドの切り替えなどの操作はマウス

でも行えますが、聴衆の集中を途切れさせないためにはキー操作がお

すすめです。 

 

 

スライドショーで使うショートカットキー 

  ショートカットキー 内容 

1 F5 最初のスライドからスライドショーを開始 

2 Shift＋F5 選択しているスライドからスライドショーを開始 

3 Esc スライドショーを終了（中止） 

4 Enter、→、↓、spase 次のスライドまたは次のアニメーションに進む 

5 backspace、←、↑ 前のスライドまたは前のアニメーションに戻る 

6 数字キー＋Enter 指定したスライド番号のスライドを表示 

7 B 画面のブラックアウト 

8 W 画面のホワイトアウト 

9 Ctrl＋L レーザーポインターを表示 

10 Ctrl＋P ペンツールの表示 
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7 B 画面のブラックアウト 

8 W 画面のホワイトアウト 

9 Ctrl＋L レーザーポインターを表示 

10 Ctrl＋P ペンツールの表示 
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2019 年度「専修学校リカレント教育総合推進プロジェクト」 

衣料品小売業のオンライン接客・EC サイト運営のための分野横断型リカレント教育プログラムの開発 
 

コンピュータ・リテラシー教材 

 

令和 2 年 3月 
 

 
一般社団法人全国専門学校情報教育協会 

〒164-0003 東京都中野区東中野 1-57-8 辻沢ビル 3F 
電話：03-5332-5081 FAX 03-5332-5083 

 
    ●本書の内容を無断で転記､掲載することは禁じます。 
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