
2019 年度 情報リテラシー（第 4 回）2019/05/13 

情リテ 4-1 

 レポート作成と文書作成ソフトの機能（１） 

（A4 レポートの作成） 

 

概要 

この回では，Microsoft 社の Wordを中心とした文書作成ソフトの演習を行う．なお，レポート作成の基本事項についても

講義する．題材としては，大学の学修で作成される A4，1 ページサイズのレポートを例にする． 

 

1. 課題の確認 

 作成する文書：A4 で 1 ページの文書 

 利用するソフトウェア：Microsoft Word（または，Web-Mail アカウント上にある Word） 

※オンラインのWordは，クラウドサービスであり，機能が限定される． 

1.1. レポートの内容 

大学で作成するレポートは，作文や感想文とは異なるものである．個人的な体験に基づく「思ったこと」

「感じたこと」を書くのではない．レポートでは，必ず「述べること」が存在し，その問に答える形で客観

的かつ論理的な論述が求められる． 

1.2. レポートの構成 

レポートには明確なルールがあるわけではないが，ある程度の形式がある．最終的に主張する内容へ至る

ために「序論」「本論」「結論」という流れで作成するのが常識である．「起承転結」は使わない． 

 

 「序論」：導入部分．論述する内容の主旨，問題提起を記し，論点を明らかにする． 

 「本論」：根拠情報を示しながら，論理を展開する．結論へ至る流れに注意する． 

 「結論」：本論で述べた内容を基に，問いに対する解答を述べ，論述を終結させる． 

 

例えば，「コンピュータ利用の将来について述べよ」とあった場合， 

 「序論」：コンピュータ利用の基本的な事項（ハードウェアとソフトウェアが必要である，従来はソフトウェアを

購入し，インストールする必要があったなど）を記載し，今後発展していく技術であることを述べる． 

 「本論」：コンピュータ技術の最新動向について根拠情報を示しながら述べる．例えば「ネットワーク転送速度が

向上し，クラウドコンピューティングが普及した．その結果，新しいサービスやビジネスが出現した」など．調

査した場合は，その情報の出所を必要な範囲で示す． 

 「結論」：本論で述べた内容を踏まえ「今後は手元のコンピュータの性能に縛られることのないコンピュータ利用

が普及する」または，「クラウドサービスがさらに普及すれば，パソコンやスマートフォンの違いは曖昧になる」

など．ここは引用をせず，自身の主張を中心に記載する． 

これは，レポートの規模に関らず，的確な情報伝達のために必要とされる論理展開である．なお，レポー

トの書き方の指標は，様々な形があるためこれに限らない．しかし，第三者が読んだ際に，主張が根拠のあ

る形で明確に伝わることが絶対である．これが実現できていなければ，ただの文字列の塊に過ぎない． 
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2. 文書ファイルの作成 

PC で利用される文書ファイル作成ソフトは，Word に限らず，ソフトウェアを起動すると新規作成状態に

なる． 

既存のファイルを編集する場合は，ファイルのアイコンをダブルクリックするか，ソフトウェア上のメニ

ュー「ファイル」から「開く」を選ぶ． 

ファイルを編集中に新たに新規作成する場合も，「ファイル」から「新規作成」を選ぶ．これらの作業の結

果は全てファイルに保存されるが，必ずファイル名を付けること． 

（クラウドサービスの場合，自動保存が基本なので「閉じる」だけでよい．ファイル名は適宜入力する） 

なお，既に作業中のファイルを別名で保存する場合は，「ファイル」から「名前を付けて保存」を選択する． 

 

図 起動直後 

 

図 起動後の画面 

今回は，本文の作成をしている時間はなく，レイアウト中心に作業を進める．文書作成ソフトを起動した

ら，とりあえずテキストデータを貼り付ける．貼り付けるデータは，下記アドレスから取得する． 

http://www.oit.ac.jp/ip/data/sample_text.txt 

表示されたテキスト全体をマウスで選択する．マウス操作が面倒であれば，テキストのどこでもいいので

一回クリックし，キーボードの「CTRL」キーと「A」を同時に押す．これで全て選択される． 

テキストが選択されたら，マウスの右クリックでメニューを表示させ「コピー」を選ぶ．または，選択さ

れている状態で，キーボードの「CTRL」＋「C」を押す．これでメモリにテキストデータがコピーされる． 

ここをクリックすると、新しい文書

の作成画面になる。 

その他、テンプレート（レイアウ

トがあらかじめ設定されている）

も選択可能である。 

ここには最近利用したファイルが

表示される。 

ファイルどこ？となった場合は、こ

こを使うとよい。 

ここにせっせと文章を作成することにな

る。一般的な文書作成ソフトだと、印

刷イメージそのままに表示されている。 

上部には、文書作成で利用されるコマ

ンドが並んでいる。最近はタブを利用し

て切り替えるメニューが流行り。 

ちょっと古いソフトだと、クリックして下に伸

びるメニューの場合もある。 
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次に，文書作成ソフト上で編集画面上にカーソルを表示させ（画面上でクリックする），右クリックで表

示されたメニューで「貼り付け」，もしくはキーボードの「CTRL」＋「V」を押す． 

なお，貼り付けた直後は，WEB サイトの書式情報が混在していることがある．そのため，下図にあるアイ

コンをクリックし，書式情報を解除する． 

 

図 書式の解除 

または，貼り付けたテキストデータを全選択し，下図のボタンをクリックする． 

 

図 書式のクリア 

以下に，基本的な文書作成ソフトに備わっている機能について，簡潔に解説する．なお，作業中に色々試

してみることを勧める．ソフトウェアの機能は，教わることも必要だが，試しにやってみる精神も重要であ

る．作業後に表示が変になり，訳が分からなくなっても悲しむ必要はなく，キーボードの「CTRL」＋「Z」

を押すことで，作業を戻すことができる． 

2.1. 文字装飾をするには 

文書レイアウトの基本として，フォントの設定を利用する．フォントは，文書全体のイメージを示すと同

時に，強調を目的として利用する． 

フォントの設定は，「文字フォントの選択」「サイズ」「太字」「斜体」「色」などが一般的である．10

年以上前の古いソフトでもない限り，これらは類似のイメージでコマンドが表示されている． 

 

図 フォントの設定 

ここで選択できるフォントの種類は，OS に依存している．フォントの種類を大きく分けると，日本語なら

「明朝体」「ゴシック」がある．一般的に本文は「明朝体」を利用し，見出しなどは「ゴシック」を利用す

る．英文は豊富過ぎてあまり把握できないが，よく利用されるのは「Century」「Arial」である． 

フォントは，ユーザ独自で導入できるが，1 種類で数十万するので現実的ではない．だがしかし，ネット

上には無料のフォントが公開されていることもあるため（こんなやつ），興味ある人はググってください． 

フォント設定において，レポートで利用される機能としては，下記が挙げられる． 

およそこんなイメージで表示されている。

適用する文字列を選択し、ボタンをクリ

ックすると文字列が変化する。 

貼り付けた直後には、こんなマークが表

示される。ここをクリックして「テキストの

み」をクリックすると、書式が全て解除さ

れる。 
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 タイトルや見出しとして「ゴシック体」に変更する，「太字」にする． 

 強調したい箇所を「太字」にする． 

 引用箇所を「斜体」にする． 

 

2.2. 書式の設定 

左右，中央，両端揃えを利用して，行レベルの文字配置を行う．文字配置を利用する目的は，本文と明確

に文章の位置づけを分け，タイトル，執筆日時，執筆者を明確に示すために利用する． 

この機能もフォント設定同様，一般的には下図のイメージで表示されている． 

 

図 書式設定 

小レポートでは，タイトルを「中央揃え」にしたり，所属・氏名を「右揃え」に設定したりする際に活用す

る． 

2.3. リストの設定 

上図にある「箇条書き」「段落番号」を利用すると，文字列にドットや番号を振ることができる．箇条書き

は，レポートにおいて条件の羅列（箇条書き）や手順（段落番号）を示す際に利用できる． 

また，ボタンの右には「▼」記号があるが，これはオプションがあることを示している．オプションを表

示させると，箇条書きの記号や，段落番号の種類を変更できる．ただし，大学のレポートの範囲内ではデフ

ォルトの設定で問題はない． 

2.4. インデントの設定 

文字列の段落や箇条書きなどには，「インデント」と呼ばれる設定が存在する．これは，文字列の余白を

段落単位で設定するようなもので，記載内容の位置づけやレイアウト上の調整で利用される．例えば，引用

情報を斜体にするのではなく，インデントを右にずらす場合がある． 

 

図 インデント 

 

インデントの設定は，「段落」のコマンド以外にも「ページレイアウト」タブに設定が存在する．こちら

は，数値によって，左右のインデントを設定することができる．両端を調整したい場合に利用する． 

 

およそこんなイメージで表示されている。適用

する文字列にカーソルを置き、ボタンをクリック

すると文字配置などが変化する。 

インデント（左へ） インデント（右へ） 

箇条書き、段落番号 

文字配置 
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図 インデントの設定 

2.5. 同様の書式を設定する方法 

書式を一旦決定したのち，他の箇所で同じ書式を利用したいことがある．そのような

場合「書式コピー」もしくは，スタイルとして Word に登録する方法がある． 

スタイルに関しては，小レポートではさほど有難味がなく，説明も大がかりになるた

め，ここでは書式コピーのみ解説する．この機能は，インデント設定，フォント情報を

流用したい場合に使われる． 

 

 

使い方は，コピーしたい書式設定やフォントが施されている場所を選択（書式の場合はカーソルを置く，

フォントの場合は選択する）して「書式コピー」ボタンを押す．その後，設定を施したい場所をクリックす

れば，同じ書式を設定できる．これは，苦労して設定した作業を毎回繰り返すのが面倒な場合に役立つ． 

2.6. 表の作成 

表は，集計したデータや分類などを示すために利用される．表を作成する際には，記載しようとするデー

タは何かを明らかにしたうえで，行・列の大きさを決定する． 

表を作成する方法はいくつかあるが，最も簡単（と思う…）方法で設定してみる． 

 

図 「挿入」にある「表」コマンド 

「挿入」タブ内に表示される「表」ボタンを押すと，プルダウンメニューが表示され，表の大きさをマウ

スのドラッグで設定する．ここで，作成する表の大きさが未定であっても，後で追加・削除できるので，深

く悩まずに，おおよその設定で作成する． 

 

図 表の作成例 

書式コピー 

表ボタン 

挿入タブ 

インデント（右側） 

インデント（左側） 

ページレイアウトタブ 
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表を作成すると，上部メニューに「表ツール」が追加される．これを利用すると，色を付けたり，線のタ

イプを変更したりして，見栄えの良い表にすることができる．が，大学のレポートでそんなものは必要ない

ので説明を割愛する． 

表の内容は，マウスのクリックでカーソルを移動し，そのままタイプすることで入力できる．セルのサイ

ズはマウスのドラッグで変更可能である． 

表の大きさを変更する（行・列の追加）場合は，表内の追加したい場所にカーソルを置き，「表ツール」

の「レイアウト」タブをクリックする． 

 

図 表の調整 

このコマンドを利用すれば，カーソルを置いているセルを基準として，行・列を追加できる．逆に行・列

を削除したい場合は，削除メニューを利用する． 

表の作成については，文書作成ソフト毎で手法に違いがあるが，およそ Word に似せる形でメニューが用

意されている． 

2.7. 引用情報の記載（脚注設定） 

引用情報を記載する場合，単に文末に記載する方法もあるが，脚注として欄外に記載する方法がある．こ

の場合，本文中の単語や文において明確に引用箇所と関連書籍を示すことができる． 

脚注を設定するには，引用情報や補足説明を設定したい単語や文の後ろにカーソルを配置する．そして，

メニューの「参考資料」タブをクリックする． 

 

 

図 参考資料タブ 

次に，「脚注の挿入」をクリックすると，カーソルの場所に番号が振られ，ペ

ージ下部に脚注が設定され，カーソルが移動する．ここに，引用情報や補足説

明を記入すればよい． 

なお一般的に，脚注の文は小さめのフォントで，行間も狭く設定する．脚注

の文を選択したのちにフォントサイズを「８」，「段落の詳細設定」を表示して，

真ん中あたりの行間を「最小値」「0pt」に設定すると，本文の邪魔にならなく

てよい． 

行・列の追加ボタン 

参考資料 

脚注の挿入 

角にこのマークがあると、詳細

設定を表示できる。 

削除ボタン 
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図 段落のオプション 

2.8. 余白設定 

余白のサイズはあらかじめ決められているが，印刷後の利用方法（ホチキス止め，メモ欄の作成など）を

考慮して調整することができる．また，文章が１ページに収まらない場合，余白を調整することで解決でき

る． 

余白の調整は，メニューのコマンドを利用する方法と，数値で設定する方法がある．メニューで行う場合

は，先に利用した「ページレイアウト」タブにあるページ設定において，「余白」ボタンを利用する． 

 

 

図 ページ設定 

余白設定ボタンを押すと，「標準」「狭い」「やや狭い」など，何とも曖昧な表記ではあるが，いくつか

試して最適なものを選択する． 

余白を数値で設定する場合は，「ページ設定の詳細設定」を表示させ，表示されたウィンドウで「余白」を

クリックする．すると，数値で上下左右の余白を調整できる． 

 

 

図 数値による余白設定 

 

なお，ページ設定には，文字列や印刷の方向，ページサイズ（A4，B5 など）の変更も可能である．試しに

クリックしてみるとよい． 

 

 

行間を「最小値」 間隔を「０」に 

余白ボタン 

詳細設定 
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3. 【課 題】 

今回の作業で作成したデータを，メールの添付ファイルとして提出．提出期限は本日中（5/13） 

 

必ず，件名に「組-学籍番号 情報リテラシー 第 4 回課題」を記載すること 

例）１組 学籍番号 P19991 の場合．  1-991 情報リテラシー 第 4回課題 

 

 

 [添付の方法] 

メールシステムでメールを新規作成すると，上部にメニューが表示されている．ここで，クリップマーク

のある「添付」をクリックすると，サブメニューが表示されるので「このコンピュータから選択」を選び，

表示される画面で添付したいファイルを選択すること． 

 

 

図 メールの添付 

「添付」メニュー 


