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ワードプロセッシングについて 

 
  ワードプロセッシングとはコンピュータ上で動作するアプリケーションのひとつであるワードプロセッサ（以下ワ
ープロと記述）を使って文書を作成したり印刷したりすることを意味します。原稿用紙等に直接文書を書くのと比

べて、”文書の修正、保存や再利用が容易”、”文字の修飾が可能” 等の利点があります。サークルのお知らせ
から研究レポートや卒業論文まで、図形やグラフを取り入れて説得力ある文書を作成することができます。 
本講座では、Microsoft Wordを例にとって（以下Word と記述）、ワープロの概要を説明します。 
Wordの詳細なコマンド等については各端末室に設置にあるマニュアルを参照して下さい。 

 
１ Ｗｏｒｄについて 
Wordはパーソナルコンピュータをワープロとして使用するためのプログラムです。Windowsアプリケーションの一

つであるWordは、その機能の多くが画面上のメニューやツールボックスをマウスから操作でき、初心者にとっても
使いやすいアプリケーションです。 

       Wordは、文書を作成するだけでなく、他のWindowsアプリケーションによって作成された図形や画像などを簡単

に取り込むことができます。ここではパーソナルコンピュータおよびWordの起動方法と終了、そしてメニューの操

作方法について説明します。 
 

１－１パーソナルコンピュータの利用 
電源のON、OFF、マウスの使い方 
 
起動とログオン 

パソコン本体の電源ボタンを押します。Windows2000が起動して左

図が中央に表示されるので、Ctrl キーと Alt キーを同時に押した状態

で Delete キーを押します。 

 
 

「ログオン情報」の画面が表示されたら、計算機利用承認通知書に

記されている（もしくはガイダンス用に指定された）ログイン名を［ユー

ザ名(U)］の欄に入力し、次に［パスワード(P)］の欄をマウスでクリックし
てパスワードを入力します。パスワードは入力しても「********」としか表
示されませんので注意してください。入力したら「OK」ボタンをクリック

します。この作業をログオンと言います。 

 
ログオンが完了すると画面全体にこのようなデスクトップが表示

されます。Windows2000 のいろいろな作業はこのデスクトップ上で

おこなうことになります。Windows2000を利用する上での作業台と考

えるとよいでしょう。 
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マウスの使い方 

総合情報センターのパソコンでは、OSにWindows2000を用いています。Windows2000ではマウス
を使っていろいろな操作ができます。画面上のマウスポインタ（矢印マーク）がマウスの動きにあわせて移

動し、マウスのボタン操作でいろいろな機能を実行できます。 
 

左ボタン・・・選択、確定などの操作に使うボタン 
右ボタン・・・キャンセルなどの操作に使うボタン 

 
 

マウスボタンの使い方は、以下の３種類があります。 
 

クリック 
マウスポインタを画面の絵やメニューの文字にあわせマウスのボタンを１回押すことを

いいます。「クリック」とはマウスのボタンを押す時の音を表しています。 

 
ダブルクリック 

マウスポインタを画面の絵やメニューの文字にあわせボタンを２回続けて素早く押すこ

とをいいます。  

 
ドラッグ 

ボタンを押したままにすると、ポインタの下にあるものをつかんだ状態にな

ります。そのままマウスを動かすと、つかんだものをひっぱる感じになりま

す。これを、ひきずるという意味で、「ドラッグ」すると呼びます。画面上では

つかんだものがひきずられるように動きます。 

 

カ
チ
リ

カチ
...

パ
ッ

ズズ
...
ズ

カチ

カチ
ッ

 
終了 

Windows2000 が起動している状態でパソコンの電源を切ってはいけません。終了するには、マウスを

使って画面左下の［スタート］ボタンをクリックします。次に［シャットダウン(U)］をクリックします。ここで［シャ
ットダウン］ を選択し、［OK］ボタンをクリックすると自動的にコンピュータの電源が切れます。 
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１－２ Wordの起動 

電源を入れWindowsが起動された状態で、「スタート」ボ
タンをクリックしてスタートメニューを表示させ、 

「プログラム(P)」→「アプリケーション」→「Ｗｏｒｄ」の 

順に選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wordが起動されると次のような画面が表示されます。この状態で日本語ワープロとして使用することができます。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メニューバー 

スクロールバー 
カーソル 
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１－３  Wordのメニュー 

Wordのメニュー操作には次のように、２つの手段が用意されています。 
1)プルダウンメニュー 
ウィンドウ上部のメニューの文字をクリックすると、右図のようなプルダウンメニュー 

（細かい操作メニュー項目）が表示されます。 
さらに細かい操作メニューがある場合には行の右端に    と表示されますので、 

そのままマウスを移動して合わせます。するとさらに細かい操作メニューが表示 

されます。 

希望の操作メニューが現れたら、その項目をクリックして選択します。 
2)ツールバー 
ウィンドウ上部のツールバーにマウスを重ねると、右図のようにマウスカ

ーソル部に小ウィンドウ（ホップアップウィンドウと呼びます）が新しく表

示され、機能を簡単に説明します。クリックするだけで選択できるので、

よく使う機能はこの方法で選択すると便利です。 
 
１－４ 画面の移動 
 ウィンドウ下側と右側に水平と垂直のスクロールバーがあります。右に垂直スクロールバーを

示します。現在、表示されている画面が矢印で示されたバーで表されています。このバーをマ

ウスでドラッグすることによって任意の場所を表示することができます。また▼ ▲のボタンを

押すことによっても画面をスクロールさせることができます。 
 水平のスクロールバーについても同様の操作が行えます。 
 
１－５ 文書の読み込み 
  あらかじめ作成してある文書を読み込むためには、メニューバーの「ファイル(F)」→「開く(O)」の順に選択して
「ファイルを開く」のダイヤログボックスを表示します。次に、文書が保存されている場所を指定します。 
  ドライブAに挿入されているフロッピーディスクの文書を読み込むためには、「ファイルの場所(Ｉ)」の欄の右端
にある▼ボタンを押して一覧を表示し、３．５インチFD(A)を選択します。 

 

 

 

 

 

  

①  

 

 

 
②  

 

 

 

 

 「ファイルの場所(I)」の欄が ３．５インチFD(A) に変わり、フロッピ
作成または扱うことができるもの）の一覧が表示されます。 

 文書は、名前をつけて保存されており、この名前をファイル名と呼
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ーディスクに保存されている文書（Wordで

びます。 



１－６ 文書の保存 
作成した文書は、フロッピーディスク等に保存しない限り、Word を終了した時点で消えてしまいます。保存した

文書は必要な時に呼び出して印刷、あるいは内容の訂正等を行うことができます。 
 
1)名前を付けて保存 

保存先を指定 
作成した文書を保存するためにはメニューバーの

「ファイル(F)」→「名前を付けて保存(A)」の順に選

択して「ファイル名を付けて保存」のダイヤログボッ

クスを開きます。 

「保存先(I)」の欄で保存をするドライブまたはフォル

ダを選択し、「ファイル名(N)」に文書につけるファイ

ル名を指定します。 

ファイル名は次の規則にもとづいて命名します。 

長さ  

   最大２５５文字（半角）  １２７文字（全角） 
   この長さはドライブ名、フォルダ名等を含んだものです（パス名とも呼ばれます

  使用できない文字（半角文字） 
/ ¥ > < * . ? " | : ;  

2)上書き保存 
  既存の文書を読み込み修正、加筆等を行い書き戻す場合に使用します。新規文書
選択した場合は自動的に「名前を付けて保存」と同じ動作をします。 

 
例）ファイル名 SAMPLE2 をフロッピーディスク（ドライブ A）に保存する手順 

 
 ①「保存先(I)」の欄に ３．５インチFD(A) を選択します。 
 ②「ファイル名(N)」の欄内に SAMPLE2 と半角文字でファイル名を入力します。 
 ③指定したフロッピーディスク装置にフロッピーディスクが挿入されているのを確認し

  ボタンを押します 
 ④ファイルの保存が終了すると「ファイル名を付けて保存」のウィンドウが閉じられます
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ファイル名を指定
）。 

作成時に「上書き保存」を

て「保存(S)」の 

。 



3)文書の保存方法について 

 

 

 
書 書  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１－７ Wo
Wordの終

ウィンドウ上

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－８ 練習

 フロッピー
 
 
 
 
 
 
 

新規作成の文
 

いいえ 

はい 

保存？ 

 

rdの終了 
了も起動の時と同様にマウス操作のみで

部のメニューバー中の「ファイル(F)」メニ

問題 
ディスク内の抽選会.doc を読み込み、フ
既存の文
」  

はい

保存？

いいえ 

 
保存？ 

いいえ

はい 
「名前を付けて保存」
 「上書き保存
続
終了／編集継
6

可能です。 
ューから「終了(X)」を選択

ァイル名を osirase.doc 
「名前を付けて保存」
します

に変え
別文書として
終了／編集継続
。 

て保存しま
しょう。 



２ 日本語の入力 

日本語の文章は、ひらがな、カタカナ、漢字さらにはアルファベット等のいろいろな種類の文字から構成されて

います。この中でも入力をもっとも困難にするのは、漢字の数の多さです。 
日本語を入力する場合、キーボードのキー一つ一つに漢字を割り当てることは不可能です。そのため、キーボ

ードから漢字の読みをひらがなで入力し、これを漢字に変換するといった方法で漢字の入力を行います。 

 
２－１ ひらがなの入力 

ひらがなを入力する方法は、キーボードのキーに刻印されているアルファベットに従ってローマ字で入力する方

法と、キーボードに刻印されているかな文字に従って入力する方法の二つがあります。この二つの方法は、キー

ボードの Alt キーを押しながら カタカナ／ひらがな／ローマ字 キーを押すことによって切り替えることができ
ます。 
この時の入力方法の状態は画面右下隅に次のように表示されます。   

    かな入力の状態                       ローマ入力の状態                     

 

 

 
 ローマ字入力では、アルファベットをキーボードから入力すると逐次ひらがなに変換され、下に黒い点線で 
表示されます。 

       Ｔ Ｏ Ｕ Ｋ Ａ Ｉ                       とうかい 

                キー入力                         下線が黒い点線で表示される                                     
 
  Enterキーを押すと下線がなくなり確定します。 
  ローマ字とひらがなの対応表については「付録：ローマ字かな対応表」を参照してください。 
  入力の訂正や状態の変更は次のキーで行うことができます。 

BackSpace     カーソルの直前の文字を削除する 

→ ←   カーソルを矢印の向きに移動する 

Delete    カーソル上の文字を削除する     
無変換    かな／全角カナ／半角ｶﾅの切り替え 
Shift＋CapsLock/英数    英数入力時の大文字／小文字の切り替え 
半角/全角/漢字   半角／日本語入力の切り替え 
 

２－２ 入力後の変換   

 下線が黒い点線で表示されている場合は、入力が未確定であることを示します。この場合 f･6～f･9 の 
ファンクションキーを押すことによって次のように変換できます。 

未確定文字 ﾌｧﾝｸｼｮﾝｷｰ １回目 ２回目 ３回目 ４回目 

とうかい f･6 とうかい トうかい トウかい トウカい 

とうかい f･7 トウカイ トウカい トウかい トうかい 

とうかい f･8 ﾄｳｶｲ ﾄｳｶい ﾄｳかい ﾄうかい 

とうかい f･9 ｔｏｕｋａｉ ＴＯＵＫＡＩ Ｔｏｕｋａｉ ｔｏｕｋａｉ 
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２－３ 漢字変換 

 未確定文字の漢字への変換（漢字変換）は    （スペース） キーを押すことによって行われます。 

ひらがなの しよう を変換する場合の例を示します。 

最初の変換で 使用 が表示されます。再度変換を行うと候補群が表示されます。このように候補群は    （ス

ペース）キーを二回以上押すと表示されます。 

  
→
変換 
   
私用 

  
使用 

  
→
変換 

しよう 

候補群内での候補の選択は次のキーで 

行います。 

↓ ,   （スペース） 候補群内下の候補 

    ↑          候補群内上の候補 
  

候補群内の同音異義語の中から適切な候補 
候
補
群

文字が選択できたなら Enter キーを押して 

確定します。 

 注意）漢字への変換は変換辞書を使用して 

      行われます。 

      従って、この辞書の内容によっては変換の結果に差が生じます。 

 

２－４ 文節の変更 
 次のような文を入力して変換をしてみます。               

    いえとはなばかりのあばらや                                

 変換すると右のように表示されます。Ctrl＋↓ のキーを押す     家と花ばかりのあばらや 
度に青く反転した部分が確定され、反転した部分が次の文節に       家と花ばかりのあばらや 
移っていきます。                                    家と花ばかりのあばらや  
 この部分が変換の対象となる文節です。注目文節の区切りは 
Shift+→ Shift+← キーで伸ばしたり縮めることができます。 

文節の区切りを正しく修正し、変換し直すと右のように 

なります。                           家と花ばかりのあばらや 

 変換した直後の状態で Shift+→ を押して最初の注目文節    いえとはなばかりのあばらや 

を伸ばしてから     スペースキーを押して再度変換を     家とはなばかりのあばらや 

行います。続いて Ctrl＋↓ のキーを押して文節の区切り    家とは名ばかりのあばらや 

を変更した注目文節を部分確定 家とは名ばかりのあばらや  

として次の文節の変換を行います。 

 この作業を続けて文章を完成させます。 

 

 注目文節の移動は上述のように順番に部分確定していく方法と 

  →  ← あるいは Ctrl キーと同時に →  ← を押す方法とがあります。 

    

→              右の文節に移動する 

←              左の文節に移動する 

Ctrl ＋ →     最終の文節へ移動 

Ctrl ＋ ←     最初の文節へ移動 
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２－５ 漢字の検索 
IMEパッド 読みのわからない漢字、読みを指定しても変換できない文字は IME パッドを

使用すると簡単に探し出し入力する事ができます。 

 日本語入力のツールバーのIMEパッドボタンをクリックします。 

 IMEパッドでは、「手書き」や「部首」などの機能を選択して漢字を検索することが

できます。 

1)手書き 

  「手書き」とは、マウスを使用して、わからない漢字を検

索するものです。 

下図のように 字 を検索する場合、マウスで文字を
入力して「認識」をクリックするとそれに近い 

  漢字を検索することができます。 
  該当する漢字が検索できたらその漢字をクリックしま

す。 

2)文字一覧 

  キーボードで記号入力できない時に使用します。「記
号」「英数字」「ｷﾞﾘｼｬ文字」「ロシア文字」などの区別がさ

れています。 
3)総画数 

  漢字の総画数で検索したい場合は「総画数」で検索を行ないます。 

4)部首 

部首名でわからない漢字を検索するツールです。 

  画数を選択して、それから部首名を選択していきます。 

 

 

２－６ 練習問題 

１) 以下の文章を入力してみましょう。 
 

 コンピュータはビジネスの分野にとどまらず家庭にまで普及するようになってきました。 

コンピュータは学生にとっても必須の道具となっています。例えば、授業のレポートの作成、

実験データの処理など幅広く利用されています。 

 文系、理工系を問わずコンピュータについての知識は、もはや常識といえるでしょう。 

 

2) 「藥」 を表示させてみましょう。  
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３ 文書編集 

文字を入力することができるようになりましたので、次は文字や文章の移動、コピー、削除など、編集の方法につ

いて説明します。 

 

３－１ 範囲指定 
文字や罫線などを移動・コピー・削除する場合、範囲を指示する必要があります。 

この節では「文字単位範囲指定」の方法と「行単位範囲指定」の方法を説明します。 

1)文字単位指定 
 文章中の特定の文字などを指定する場合は、その範囲をドラッグすると下図のように黒く表示されます。 

 

        今日はとても暖かく、もうすぐ春の訪れを感じます。 
 
2)行単位指定 
  何行かにわたる文字や罫線が含まれる範囲の移動や複写の場合は、行単位で指定します。 
  行単位の範囲指定は、範囲したい部分をドラッグで選択します。すると行単位で白黒反転し、 
行単位の範囲指定ができます。 

 
       今日はとても暖かく、もうすぐ春の訪れを感じます。 
       今日は天気がよい。 
  明日の天気予報は「雨のち晴れ」だそうです。 
 
３－２ 文字列の移動・コピー・削除 

 文字列の移動や複写も、机の上の物を動かすようにマウスを使って簡単に操作できます。 

 
1)移動 
・ 移動したい文字列を指定します。 

・ 黒い部分にマウスカーソルを合わせドラッグして  

  希望の位置でボタンを放します。 

 

 

 

この移動方法は移動先が行を渡っていても 
  同じように移動することができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1
今日はとても暖かく、もうすぐ春の訪れを感じます。 

 

今日は天気がいい。

移動前

マウスドラッグ 
 

今日はとても暖かく、もうすぐ 
 
今日は天気がいい。春の訪れを感じます。

移動後
0



2)コピー                                  
                               

・ コピーしたい文字列を指定します。 

 

・ 黒い部分にマウスカーソルを合わ 

 せ Ctrl キーを押しながらドラッグ 

します。 

 

・ このコピーの方法は元の文書が行を渡っ  

  ていても同じようにコピーすることができ 

  ます。 

 

3)削除                                    

今日はとても暖かく、もうすぐ春の訪れを感じます。 
 
今日は天気がいい。 Ctrl + マウスドラッグ 

・  削除したい文字列を指定します。  

・ Delete キーを押します。 

 

・  この削除方法は元の文章が行を渡って 

  いても同じように削除することができます。 

 
３－３ 検索と置換 
 
1)文字例の検索 
メニューから「編集(E)」→「検索(F)」を選択します

  この項目を選択すると右のようなウィンドウが新

  開くので、「検索する文字列(N)」に検索したい文

  列を入力し、 「次を検索(F)」をクリックします。 

  右の例では”Ｗｏｒｄ”という文字列を検索してい

  「オプション(M)」を選択すると検索方向や大文字

  文字などの検索条件を絞り込むことができます

 

 

2)文字列の置換 
文字列の置換も検索とほぼ同じ作業で可能です

メニューから「編集(E)」→「置換(E)」を選択します

この項目を選択すると右のようなウィンドウが新し

ので、検索する文字列(N)：置換元の文字列 

置換後の文字列(I)：置換後の文字列を入力します

入力したら「すべて置換(A)」をクリックすると、置換

ます。 

 

 

 

 

 

コピー後
 

し

ま

。

。

。

く

  
削除前
今日はとても暖かく、もうすぐ春の訪れを感じます。 
 
今日は天気がいい。春の訪れを感じます。 
今日はとても暖かく、もうすぐ春の訪れを感じます。 

 

削除後
    
コピー前
11

今日はとても暖かく、春の訪れを感じま

。 

く 

字 

す。 

小 

 

 

 

開く

。 

され 
Delete キー
す。 



３－４ 挿入読み込み    
 文書の途中に別の文章を挿入したい場合は、先ほどのコピーの方法でもできますが 
もっと簡単に文章を読み込むことができます。 
 
 右図はWordで作成された“お知らせ.doc”を読み込んでいる画面です。 
挿入読み込みの方法は以下の ① ～ ③ の手順で 
行います。 
① 別文章を挿入する位置をクリックします。 
② メニューより「挿入(I)」「ファイル(L)」を選択します。 
③ 挿入したいファイル名を選択したら「ＯＫ」を 
  クリックします。 
 
３－５ 練習問題 
以下の条件で目次.docを作成してみましょう。 
 
①  次の文章を入力する。 

               １．日本語ワープロ基本操作 

                   １－１ Wordの起動 

                   １－２ Wordのメニュー 

                   １－３ 画面の操作 

                   １－４ 文書の読込 

                   １－５ 文書の保存 

                    １－６ 「Word」の終了 

                   １－７  

 
②  ワープロ.docを挿入読み込みする。 
③  １－７の項目が空白なので、２－６の項目「練習問題」を１－７へコピーする。 
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４．書式 
  書式とは、文字、数字、記号など文字列の外観の配置やレイアウトを指します。 
ここでは、文字の大きさや字体を変更したり飾りをつけたり配置を変えるといった、文字列や段落に対する設定を

紹介します。 
 

４－１ フォント 
1)フォント・フォントサイズ 
  フォント（字体）やフォントサイズ（文字のサイズ）を文字単位、行単位で変更することができます。フォントとは 
明朝体 や ゴシック体、イタリック体 のような活字の形のことです。 

  変更方法は、文字の入力時にフォントを変更する方法と、編集時にフォントを変更する方法の２つがあります。 
 

入力時にフォントを変更する場合 
 ①フォントボックスの▼ボタンをクリックしフォントを選択します。 
 ②フォントサイズボックスの▼ボタンをクリックしフォントサイズを選択します。 
 ③文字を入力します。 
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編集時にフォントを変更する場合 

① 変更する文字列を指定します。                  
②フォントボックスの▼ボタンをクリックし、別のフォントを選択します。 

 ③フォントサイズボックスの▼ボタンをクリックし、別のフォントサイズを選択します。 
 
2)文字飾り 

文字にアンダーラインや網掛け等の飾りや色

を付けることができます。まず飾りを付けたい

文字を指定します。その後「書式(O)」→「フォ

ント(Ｆ)」をクリックして文字飾りの種類をチェッ

クボックスから選択します。また下線を引いた

り、色を変更する場合は、「下線(U)」や「色

(C)」から選択します。 
  また、網かけを使用して文字列の背景を塗り
つぶすこともできます。単語などの特定の文

字列に網かけを追加するには、その文字列

を指定します。「罫線(K)」→「線種とページ罫

線と網かけの設定(B)」をクリックし、「網かけ」 
タブをクリックし、オプションを選択します。 

 
 



４－２ 配置 
指定した文字列や段落を行の左端・中央・右端に揃えたり、均等に割りつけたりすることができます。揃えたい文

字列や段落を指定します。「書式(O)」→「段落(P)」をクリックして「インデントと行間隔」タブの「配置」から揃える場
所を選択します。 
 
 
 
 
 
1)右、中央、左揃え 
それぞれ以下のようになります。 
 

これは、右揃えです。 
これは、中央揃えです。 

これは、左揃えです。 
 
2)均等割付 
均等割付を設定すると、指定した範囲の中で文字列が均等な間隔で配置されるようになります。 

  設定したい文字列を選択し「書式(O)」→「文字の均等割り付け(I)」を指定し「割り付け幅(Ｗ)」を指定します。 
  以下の文字の割り付け幅を３０文字に設定してみましょう。 
 
  割り付け幅を３０文字に設定 

 
割 り 付 け 幅 を ３ ０ 文 字 に 設 定                               

 
   
 
４－３ インデント 
インデントとは、段落の行頭や行末を指定された位置に揃え、他の段落と区別する機能です。インデントには、  
左、右、１行目、ぶら下げの４種類があります。 
以下にルーラー上のマーカー（                    や        ）を使って設定する例を示します。 

  どの場合もまずインデントする段落を選択します。また、ルーラーが表示されていない場合は、「表示(V)」→「ル
ーラー(R)」をクリックして、ルーラーを表示します。 
 
 

左インデントマーカー
 

段落内のすべての行の左インデントを変更するには、ボックス形の左のインデントマ

ーカーをドラッグします。 
 

１行目のインデントマーカー  
 

段落の最初の行の左インデントを変更するには、1 行目のインデントマーカー(ルー       
ラー最上部のインデント) をドラッグします。 
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 ぶら下げインデントマーカー 
 
  段落の２行目のインデントを変更するには、ぶら下げインデントマーカーをドラッグします。ぶら下げインデント

を作成すると、段落の最初の行にある行頭文字、段落番号、または文字はインデント

されず、２行目以降がインデントされます。文献一覧、用語集に使用すると便利です。 
 
 右インデントマーカー 
 
 すべての行の文字列の右側のインデントを変更するには、右インデント 
 マーカーをドラッグします。 
 
 
４－４ 行間・段間 

  行送りの幅（行の上端から次の行の上端までの幅）を

変更します。この設定は段落ごとに行われます。変更し

たい段落を選択し、「書式(O)」→「段落(P)」をクリックし

「インデントと行間隔」タブ内の「間隔」から選択します。

（この段落は、行間を１．５行に設定してあります。） 

 
 
 
 
４－５ タブ位置 
  タブ位置とは、段落の書式設定のひとつで、TAＢキ
ーを押すたびに挿入ポイントが移動する距離のことで

す。「書式(O)」→「段落(P)」をクリックし「タブ設定(T)」を

クリックし、設定します。 
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４－６ 箇条書き   
 
段落を箇条書きに変換する場合 

 
 段落を作成してから、段落番号や行頭文字
を付けて箇条書きにした方が内容がわかりや

すいと気付くことがあります。 
 その場合、段落を一瞬にして箇条書きに変
換することができます。 

 行頭文字または段落番号をつけたい項目を
選択します。「書式(O)」→「箇条書きと段落番

号(N)」をクリックし「箇条書き」タブから適当な

ものを選択します。 
 
 
 
４－７ 段組 
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通常文書は、左右の余白の間に縦１段で作成しま

すが、２段、３段に分けて段落を配置することもでき、

これを段組といいます。段組を配置する場合には、

「書式(O)」→「段組み(C)」から選択します。また、一

部の段落のみを指定して、段組みすることもできま

す。 

設定した段組みが表示されない場合は、「表示

(V)」→「印刷レイアウト(P)」を選択し、表示方法を切

り替えます。 

また、次の段に続くだけの長さの文がない場合も

表示されません。

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



５．罫線 
罫線とはしきり（枠）線のことを表します。罫線の機能を使って線を引いたり、表を作ることができます。 

 
５－１ 罫線の引き方 
「罫線(A)」→「罫線を引く(W)」を選択し、罫線ツールバーを表示させます。 
 
 

 
 
罫線の種類や線の太さを選択します。罫線の始点から終点まで斜めにマウスをドラッグさせると、罫線（表の外

枠）を書くことができます。また、すでに入力した文字や段落の周りに罫線を書きたい場合は、罫線で囲みたい文

字や段落を選択しておき、「罫線(A)」→「線種とページ罫線と網掛けの設定(B)」の「罫線」タブから種類等を選択

します。 
ページ全体を囲む場合は、「ページ罫線」タブから種類等を選択します。 

 
５－２ 罫線の削除 
  「罫線削除」ボタン をクリックし、削除する罫線を選択します。 
 
５－３ 表作成・挿入 
  リストを整理するには表を利用すると便利です。表の各マス目はセルと呼ばれ、ここにはデータを挿入したり 行
や列を追加・削除することができます。また、セル自体の大きさは変更することができます。 
罫線ツールバーの「罫線を引く」ボタンを クリックします。まず、鉛筆型のポインタをドラッグして表全体の

大きさを決めます。次に表の上端から下端までドラッグすると列を作成することができます。同様に表の左端から

右端までドラッグすると行を作成することができます。 
  セルに文字列を入力するには、「罫線を引く」ボタンをクリックしてオフにし、文字列を挿入したいセルをクリック
して文字列を入力します。 
  また「罫線削除」ボタン が押された状態で消し

ゴム型のポインタを削除したい罫線上でドラッグすると行また

は列を削除することができます。 
  長い表を作成する場合は、「罫線(A)」→｢挿入（T)」→「表 
(T)」を選択し、行数と列数を選択します。 

 
 
 
 
 
 
 

５－４ 行・列の追加と削除 
作成した表に、行や列を追加することができます。新しい行を挿入する位置の下の行または、新しい列を挿入

する位置の右側の列を、挿入する行または列と同数の行または列を選択します。 
「罫線(K)」→｢挿入（I）｣ →「行(上)(A)」、「行(下)(B)」または、「列(左)（L）」、「列（右）（R）」を選択します。 
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５－５ 表のレイアウトとセルの書式 
  表は、さまざまな大きさの行と列から構成されるように設定することができます。２つのセルを１つに統合して大
きくしたり、１つのセルを分割して複数の小さなセルにすることもできます。 

 
1)セルの結合 
 統合したいセルを選択します。「罫線(A)」→「セルの結合(M)」を選択します。 
 
 
 
 
2)セルの分割 
 分割したいセルを選択します。「罫線(K)」→「セルの分割(P)」を選択します。 
 分割したい列数と行数を選択しＯＫボタンを押します。 

 
 

 
 
 
3)行の高さと列の幅の調整 

 表示モードがペ印刷レイアウトモードになっていることを確認します。（「表示(V)」→「印刷レイアウト(P)」を 
 選択）行または列の罫線上にマウスポインタを置き、マウスカーソルが以下のように変わったらドラッグします。 

 
 
 
 
 

4)罫線の追加と変更 

 「罫線」ツールバーから罫線の種類、太さ、色を選択します。「罫線を引く」ボタンをクリックし鉛筆型のポインタ 
 でセルの罫線をドラッグします。 

 また、変更する場合は、表やセル、文字列や段落を囲む罫線を選択し、「罫線(K)」→「線種とページ罫線と 
 網掛け(B)」を選択し、「罫線」タブから種類を選びます。 

 
5)セルの網掛け 

 セルを選択し、「網かけの色」ボタ
ンの下矢印をクリックします。 
 プルダウンメニューから網かけの

色を選択します。 
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6)文字列のデザイン、配置 

 フォント、サイズ、上、下、中央揃え、文字列の方向を変更することができます。 
 文字をセルの上、下または中央にそろえたい場合は、文字列を選択しておき、マウスの右ボタンをクリック 
 し、「セルの配置(G)」から選択します。 

 
 
また、文字列の方向を変更するには、文字列を選択しておき、「書式(O)」→「縦書きと横書き(X)」をクリックし、

文字の向きを選択します。 

 
7)表の配置 

 移動したい表の左枠を SHIFT キーを押しながら選択し、ドラッグして配置します。 
 
 

５－６ 練習問題 

以下の表を作成しなさい。 
 

初歩の栄養学 
タンパク質 
無機質 保全素 
ビタミン 
糖質 
脂質 

栄
養
素 

熱量素 
タンパク質 
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６．表示 

  
６－１ 画面表示の変更 

 文書の表示を目的によって切り替えることができます。これにより、効率よく作業をすることができるようになりま

す。ここでは、４つの表示方法を紹介します。 フロッピーディスク内の「sample-6.doc」を読込み、実際に操作して
みましょう。 

 
1)標準 

 標準モードは、文書内容の入力、編集、書式設定などのあらゆる作業に適したモードです。標準モードでは文
字書式は表示されますが、ページ レイアウトは簡略化されるので、入力と編集が速やかに行えます。他の表
示モードで文書が表示されている場合、標準モードに切り替えるには、「表示(V)」→「下書き(N)」をクリックしま

す。 

 
2)印刷レイアウト 

 印刷レイアウト モードは、既定で設定されている表示モードです。これは、文書の各ページが印刷したときの
イメージで表示されます。レイアウト枠、段組み、ヘッダー、フッター、および脚注は、正しい位置に表示されま

す。このモードで、文字列の入力、編集、書式設定などを行うこともできます。印刷レイアウト モードで作業する
には、次の操作を行います。 

  「表示(V)」→「印刷レイアウト(P)」をクリックします。 
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3)アウトライン 

  アウトライン モードの利点は、文書の構成が確認できることと、文字列を移動またはコピーして文書を再構成で
きることです。アウトライン モードでは、文書内容を折りたたんで主な見出しだけを表示したり、本文を展開して
文書全体を確認することができます。  「アウトライン」ツールバーの各ボタンをクリックして、アウトラインを展開
したり折りたたんだり、見出しレベルを上げたり下げたり、見出しの位置を移動させることができます。 
また、文書の構成を考える場合には非常に便利ですが、文書内を移動したり、文書のレイアウトを考えて文書  
を作成する場合には適していません。 

  「表示(V)」→「アウトライン(O)」をクリックします。 

６－２ 全画面表示 

 画面に文書をできる限り大きく表示するには、全画面表示モードに切り替えます。この表示モードでは、ツール

バーやスクロール バーなどの画面の構成要素が非表示になります。（マウスを画面上部に持っていくとメニュー
バーが表示されます。） 
「表示(V)」→「全画面表示(U)」をクリックします。   

全画面表示モードを終了して、直前の表示モードに切り替えるには、「全画面表示」 ツールバーの「全画面表
示を閉じる(C)」                      をクリックするか、Esc キーを押します。 

 
 

６－３ ズーム 
文書を "拡大" して文書の一部を大きく表示したり、

"縮小" してページ全体を表示したりできます。 
 「表示(V)」→「ズーム(Z)」を選択し、倍率をクリックし

ます。 
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６－４ ウィンドウメニューの表示 
 「ウィンドウ(W)」→「新しいウィンド

ウを開く(N)」を選択すると、現在編

集中の文書と同じ文書ファイルを読

み込んで新しくウィンドウを表示しま

す。 
また、「ウィンドウ(W)」→「並べて

表示(A)」を選択すると同時に表示さ

せることができます。 
 
 
 
 
 
 
 

1)分割 
長い文書内で文書内容をコピーまたは移動するには、まず文書ウィンドウを２つのウィンドウ枠に分割します。

「ウィンドウ(W)」→「分割(S)」を選択します。分割バーが表示されるので、分割したい場所でクリックします。 
一方のウィンドウ枠に移動元またはコピー元の文字列やグラフィックスを表示し、もう一方のウィンドウ枠にコピ 
ー先または移動先を表示します。文字列やグラフィックスを選択し、分割バーを越えてドラッグします。 
分割を解除するには、「ウィンドウ(W)」→「分割の解除(S)」を選択します。このメニューはウィンドウを分割して 
いる時のみ表示されます。 

分割区切り
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７. 文章の印刷 

作成した文書を印刷する場合は作成後すぐに印刷を行うのでなく、一度プレビューの機能を使用して作成した

文章の体裁や細部を確認した後に印刷を行うようにすると無駄なく印刷を行えます。 
 
７－１ プレビュー 
プレビューとは作成した文章を用紙に印刷する前に画面上で印刷したときと同様に表示し、文書の体裁確認す

るためのものです。 
プレビューはメニューバーの「ファイル(F)」→「印刷プ

レビュー(V)」の順に選択しプレビューのウィンドウを開きま

す。 
プレビューが起動されると右のように作成した文書が表示

されます。 
表示ページの変更は上下のスクロールバーあるいはボタ

ンを使用して行います。 
プレビューウィンドウの各種の設定はプレビューのツール

バーを使用して行います。 
1)倍率の設定  

 
 

          複数ペー
       １ページ表示
  ズーム 

マウスカーソルが虫メガネの状態の場合、 
マウスのクリックによってボタンで拡大→縮小→拡大と 
変わります。 倍

  クリックすると拡大 
  クリックすると縮小 
倍率の欄を変更することで任意のサイズに 
拡大・縮小を行えます。 

2)プレビューの終了 
プレビューのツールバーの「閉じる」のボタンを押すとプレビューが終了し、

 
７－２ 印刷 
 文書を印刷する場合はメニューバーの「ファイル(F)」→「印刷(P)」の順に選択

が表示されます。画面右下の「OK」のボタンを押すと、現在編集中の文書の印刷
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       プレビューの終了
全画面表示 

ジ表示 

 

率 

文書編集の画面に変わります。 

します。すると印刷のウィンドウ

を開始します。 

 



1)プリンタの変更 
「プリンタ名(N)」の欄に既定値として設定された

プリンタが表示されています。出力先を変更す

る場合は、「プリンタ名(N)」の欄の右端にある

▼のボタンを押して使用可能なプリンタの一覧

を表示しその中から選択しま 
2)印刷範囲 
既定値ではすべてのページを印刷するようになっています。 
文書の一部を修正し特定のページだけを再印刷したい場合は、変更が及ぶページを指定し、必要なペー

ジのみを再印刷し差し替えることができます。指定は印刷範囲の枠内のラジオボタンで項目選択します。 
○すべて(A)  文書全部を印刷 

○現在のページ(E)  現在表示されているページのみ印刷 

○ページ指定(G)  右の欄の中に指定されているページまたはページ範囲を印刷 

    例）３，５  ：３ページと５ページを印刷 

      １－５ ：１ページから５ページまでを印刷 
3)部数 
印刷部数の設定ができます。複数部印刷する場合、「部単位で印刷(T)」をチェックされているとページごとで
はなく部数ごとに印刷を繰り返します。 

4)プロパティ 
「プロパティ(P)」のボタンを押すとプリンタの詳細な設定を行うウィンドウが開きます。 

 
８．設定 
文書を作成する場合に必要な書式の基本的な設

定を行います。通常は文書を作成する前に設定して

おきます。文書作成後に書式の各設定値を変更す

ることも可能です。 
８－１ ページ設定 
1)文字数・行数 

１ページの行数、１行の文字数を指定できます。

ただし、使用するフォントの形式、や大きさによ

って文字数、行数は増減します。また、使用す

るフォントなどの設定も行えます。 
 
2)余白 

用紙の上下、左右の余白を設定します。１ペー

ジあたりの文字数、行数はこの余白の大きさに

よって制限されます。ヘッダー、フッターの領域

の大きさもここで設定できます。 
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3)用紙サイズ 

使用する用紙の大きさや印字方向を設定します。 
用紙サイズの設定 
「用紙サイズ(R)」の欄の右側にある▼のボ

タンを押すと、用紙の一覧が 表示され

ます。 
「サイズを指定」を選択すると用紙の縦、横

をmmで設定できます。 
 印刷の向き 

用紙に対する印刷方向を「印刷の向き」の

枠内にあるラジオボタンで設定できま

す。 
 

 

８－２ ページ番号（ヘッダー／フッター） 
ヘッダーとは文書の各ページの上部余白、フッターとは文書の各ページの下部余白に印刷されるページ番号、

日付、文字列または図や絵のことです。 
ページ番号を付与する場合、ページ番号はヘッダーまたはフッターの一部として作成されます。 
 
1)ページ番号の付与 

ページ番号を付けるにはメニューバーの「挿入(I)」→「ページ番号(U)」の順に選択しページ番号のウィンドウ

を開きます。 
「位置(P)」の欄でページ番号を挿入する領域（ヘッ

ダー、フッター左右の余白）を選択します。 
開始ページ番号の設定は「書式(F)」のボタンを押し、

ページ番号の書式のウィンドウを開いて設定しま

す。 
連続番号の枠内にある「開始番号(A)」のラジオボタンを選択して右側の

欄に先頭のページ番号を指定することによって任意のページ番号から

順にページ番号を付けることができます。 
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2)ヘッダー／フッター 

詳細なページ番号の書式等を設定する場合はヘッダーやフッターを編集する場合と同様の操作を行いま

す。 
メニューバーの「表示(V)」→「ヘッダーとフッター(H)」の順に選択するとヘッダー、フッターが編集できるよう

になります。 

 
 
点線で囲まれたヘッダーまたはフッターの領域にヘッダーとフッターのツールバーの項目を設定してペー

ジ番号などを含んだヘッダーまたはフッターを作成します。 
ヘッダーフッターの編集を終える場合は、メニューバーの「表示(V)」→「印刷レイアウト(P)」を選択すると文書

の編集に戻ります。 
例）ページ番号を（）で括る形式に場合 
①「表示(V)」→「ヘッダーとフッター(H)」の順に選択してヘッダー、フッターの編集モードにする。 
②↓を押してフッターを選択し（）を入力しカーソルを（と）の間に戻す。 
③メニューからページ番号の挿入を選択する。 
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９．オブジェクトの挿入 
オブジェクトとは文書、図、絵、音や映像などのWindowsで作成した情報を表します。これらのオブジェクトはワ
ープロの文書中に挿入することができます。 

 
９－１ 図の挿入 
あらかじめ作成してある図や絵を張り付ける場合は次の手順で行います。

メニューバーの「挿入(I)」→「図(P)」を選択すると右のように「クリップアート

(C)」、「ファイルから(F)」、「オートシェイプ(A)」などの項目が選択可能にな

ります。 
1)クリップアート(C) 
あらかじめ Word で用意されている図

のライブラリでワードクリップの形式で

作成されたもので、右のよ うな

Microsoft Clip Gallery 3.0のウィンドウ

が表示されます。 
このウィンドウの中から適当なクリップ

アートを選択し「挿入」のボタンを押す

とカーソルの位置に指定したクリップ

アートが挿入されます。 
 
図や絵（オブジェクト）を挿入する場合、

オブジェクトが作成された時点でのサイ

ズで文書中に挿入されます。 
サイズの変更、位置の変更は以下のよう

にして行います。 
 
  大きさの変更 

オブジェクトを挿入するとオブジェクトの外枠のに四角いマーカが四隅と各辺の

中央に表示されます。このマーカにマウスカーソルを移動させるとカーソルの形

状 がのように変わります。 
この状態で左ボタンを押しながらマウスをドラッグするとオブジェクトの拡大縮小

が行えます。 
  位置 

図の枠内にマウスカーソルを移動させるとのマウスカーソル形状がの 様になりますこの状

態で左ボタンを押しながらマウスをドラッグするとオブジェクトの移動が行えます。 
  削除 

挿入した図や絵を削除する場合はオブジェクトを選択した状態で Delete のキーを押すことによって削
除できます。 

 
2)ファイルから(F) 
あらかじめ作成されたビットマップなどの絵（イメージ）のファイルを読込み文書中に張り付けを行います。 
下のような図の挿入のウィンドウが表示されます。 
ここで読み込みたいファイルを選択し「挿入(R)」のボタンを押すと指定した絵を文書中に挿入します。 

 27



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)図の作成（オートシェイプ） 
オートシェイプを選択するとオートシェイプのツールバーと画面下側に図形描

画のツールバーが表示されます。 
オートシェイプのツールバーの各ボタンに含まれる図形は右のようになります。 
これ以外にも画面下側のツールバーに登録されている図形または線分、四角形、

円などを使用して図を作成することができます。 
 

 

９－２ テキストボックスの挿入 
テキストボックスとは通常の文章とは別にひとかたまりの文章を任意の場所に作成する場合や、オートシェイプと

組み合わせて文字の入った図などを作成する場合に使用します。 
テキストボックスは次の手順で作成します。メニューバーから「挿入(I)」→「テキストボックス(X)」の順に選択し「縦

書き」あるいは「横書き」を選択します。 
するとテキストボックスの枠が表示されます。この枠の中に文字列を入れていきます。 
文字の大きさや形状は通常の文字の属性の変更と同様にメニューバー から「書式(O)」→「フォント(F)」と選択し

フォントのウィンドウを開いて変更することができます。 
テキストボックスの使用例 
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テキストボックス 
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オートシェイプとの組み合わせの例 

縦書きの例 



 
９－３ 数式の挿入 
数式エディタによって数式のオブジェクトを作

成しこれを文書中に張り付けます。 
数式作成する場合はメニューバーから「挿入

(I)」→「オブジェクト(O)」の順に選択しオブジェク

トの挿入のウィンドウを表示します。 
ここでオブジェクトの「種類(O)」の欄から

「Microsoft 数式 3.0」を選択し「OK」のボタンを

押しします。すると数式エディタのツールバーと

数式を記述するレイアウト枠が表示されます。 
このレイアウト枠の中にツールバーから記号を

選択し数式を作成します。 
数 

 
 
９－４ オブジェクトの操作 
オブジェクトに対する設定は、対象オブジェクトにマウスカー

表示し、操作項目を選択して行います。 
1)グループ化 

複数のオブジェクトを一括して一つのグループとして取

グループ化は以下の手順で行います。 
① 画面下端のツールバーの矢印を選択しオブジェクト

選択を可能にする。 
② グループ化したいオブジェクトのすべてが含まれるよ

に左ボタンを押しながら領域を設定する。 
③ メニューバーの「表示(V)」→「ツールバー(T)」→「図

描画」を選択する。 
④ 画面の左下の「図形の調整（R）」→「グループ化（G

を選択する。 
一度グループ化したものは「グループの解除(U)」で解

することができます。 
 
2)順序 

複数のオブジェクトが重なり合うように配置した場合、表

ることにより不要なオブジェクトを後ろに隠したり、優先

前面に配置することができます。 
オブジェクトを選択して操作メニューを表示し「順序(J)」

メニューが表示されます。 
ここで適切な表示順序を設定します。 
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式エディタのツールバー 

ソルを移動させ右ボタンをクリックして操作メニューを

り扱うことができます。 

の

う

形

）」

除

示の優先順位を設定す

度の高いオブジェクトを

を選択すると右のような



3)文字列の折り返し 

文書中にオブジェクトを埋め込む場合、

オブジェクトと重なり合う文字列の処理を

設定することができます。 

オブジェクトを選択し、メニューバーの

「書式（O）」→「図（Ｉ）」または、一番下に

ある「図の調整(Ｒ)」→「テキストの折り返

し（Ｔ）」または、オブジェクトを選択し、右

クリックで出てくるメニューの「図の書式

設定」（オブジェクトの形式によって項目

の名称が違います）等の書式指定の項

目を選択します。 

オブジェクトを選択すると下のような書式

設定のウィンドウが表示されます。 

折り返し方法は大きく２つに分かれま

す。 

 

オブジェクトを避けるようにして文書を配置する方法 

四角(Q)、外周(T)、内部(H) 

この場合は折り返し方法も選択できます。 

両側(B)、左側(L)、右側(R)、広い側(A) 

文書に上書きするか、あるいは回り込み をしないようにする方法 

なし(N)、上下(O) 

 

９－５ 練習問題 
オートシェイプの「星とリボン」から「縦巻き」を選択し、テキストボックスを

使用して作成した文字列を組み合わせて右のようなオブジェクトを作成し

なさい。 練習問題 
オートシェイプの星とリボ

ン、テキストボックスの組

み合わせ。 
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１０．その他 
１０－１ Word以外の文書の取扱い 

Word で作成した文書の読み書きは当たり前のことですが、Word 以外の形式で文書を読み込む、あるいは書き

出す場合は次のようにして行います。 
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読み込むときはメニューバーから「ファイル(F)」→「開く

(O)」、書き出すときは「ファイル(F)」→「名前をつけて保存

（A）」の順で ファイルを開く または 名前をつけて保存 
のウィンドウを開きます。 
ウィンドウの左下隅にある「ファイルの種類(T)」の欄に表

示される種類を適切に選択する事によって行います。 
1)テキスト形式 

メモ帳（ノートパッド）やテキストエディタで作成される

ファイルの形式です。読み込む場合は「ファイルの

種類(T)」の欄で「テキスト ファイル(*.txt)」を選択し

ます。 
 

2)他のワープロ 

他社のワープロの文書は読み込みのみ可能になり

ます。一太郎、OASYSの文書が読み込めるようになっています。 
「ファイルの種類(T)」の欄で該当するワープロの文書を指定します。この欄内に該当ワープロの項目が無い

場合は読み込ができません。 
3)HTML形式 

HTML(Hyper Text Markup Language) 形式のファイル（拡張子がHTMを持つもの）は通常の読み込みまたは
書込みが可能です。 
Word の文章を HTML 形式へ変換する場合は 「ファイルの種類(T)」でＷｅｂ ページ を選択するか、メニュ
ーバーの「ファイル(F)」→「Ｗｅｂ ページとして保存(Ｇ)」の順に選択して保存することもできます。 

 
１０－２ 設定 
Word には動作を規定するさまざまな設定があり

ます。ほとんどの設定は既定値（標準の設定）のま

ま使用して問題はありません。ここでは特に注意

が必要な項目のみを紹介します。 
１）オートコレクト 
オートコレクトは入力された英文字をこのウィン

ドウの規則に従って自動的に訂正します。 
オートコレクトの設定は次のようにして呼び出

します。メニューバーの「ツール(T)」→「オート

コレクト(A)」の順に選択してオートコレクトのウ

ィンドウを開きます。 
注）総合情報センターのコンピュータ室の設定 
では右のようにオートコレクトを行わないよう

に設定しています。 



 
１０－３ ヘルプ機能 
ヘルプとは、ソフトウェアの操作方法や機能などマニュアルを開くことなく、検索し表示するもので、Word に限ら

ず他のソフトウェアでもヘルプの機能を利用することができます。 
Word のヘルプ（トピック検索）には目次、キーワード、テキスト検索の三つの方法があります。ヘルプは次のよう

にして起動します。メニューバーの「ヘルプ(H)」→「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ ヘルプ(Ｈ)」の順に選択してＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗ

ｏｒｄのヘルプ ウィンドウを開きます。 
 

1)目次 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄのヘルプ ウィンド

ウで「目次」のタブを選択すると右の

ようなヘルプ項目の目次が表示され

ます。 
この目次をマウスでクリックして表示さ

れる各項目をたどってヘルプの参照

をします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)質問 

トピック検索のウィンドウで「キーワード」のタブを選択するとキーワードでのヘルプの項目を呼び出すウィンド

ウが表示されます。 
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検索するキーワードを入力 

 

 

 

登録されているキーワードと一致する 
ヘルプの項目が表示されます。 

 

 

 

項目を選択すると説明が表示されます 

 



3)キーワード 

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄのヘルプのウィンド

ウで「キーワード」のタブを選択すると

キーワード検索のウィンドウが表示さ

れます。 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

検索する語句を入力
指定した語句を含む単語が表示さ

れます。 
選択した単語を含むヘルプ項

目が表示されます。 
33

選択した語句の説明が表示され

ます 
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ローマ字・かな対応表 
 

 あ  い  う  え  お   や  い  ゆ  いぇ よ 

  A    I    U    E    O   YA   YI   YU   YE   YO 

  ぁ  ぃ  ぅ  ぇ  ぉ   ゃ  ぃ  ゅ  ぇ  ょ 

  LA   LI   LU   LE   LO   LYA  LYI  LYU  LYE  LYO 

あ 

  XA    XI    XU    XE    XO  

や

  XYA   XYI   XYU   XYE   XYO 

 か  き  く  け  こ   ら  り  る  れ  ろ 

  KA   KI   KU   KE   KO   RA   RI   RU   RE   RO 

 きゃ きぃ きゅ きぇ きょ   りゃ りぃ りゅ りぇ りょ 

 KYA  KYI  KYU  KYE  KYO  

ら

 RYA  RYI  RYU  RYE  RYO 

  くぁ   わ  うぃ う  うぇ を 

か 

  KWA  
わ
 WA   WI   WU   WE   WO 

 さ  し  す  せ  そ    ん  ん 

 SA  SI  SU  SE  SO  
ん
  NN  N' 

    SHI   が  ぎ  ぐ  げ  ご 

 しゃ しぃ しゅ しぇ しょ   GA  GI  GU  GE  GO 

 SYA  SYI  SYU  SYE  SYO   ぎゃ ぎぃ ぎゅ ぎぇ ぎょ 

さ 

 SHA       SHU  SHE  SHO   GYA  GYI  GYU  GYE  GYO 

 た  ち  つ  て  と   ぐぁ 

 TA  TI  TU  TE  TO  

が

 GWA 

    CHI  TSU   ざ  じ  ず  ぜ  ぞ 

       っ   ZA  ZI  ZU  ZE  ZO 

       LTU      JI 

       XTU   じゃ じぃ じゅ じぇ じょ 

 ちゃ ちぃ ちゅ ちぇ ちょ   JYA  JYI  JYU  JYE  JYO 

 TYA  TYI  TYU  TYE  TYO   ZYA  ZYI  ZYU  ZYE  ZYO 

 CYA  CYI  CYU  CYE  CYO  

ざ

 JA      JU  JE  JO 

 CHA       CHU  CHE  CHO   だ  ぢ  づ  で  ど 

 つぁ つぃ    つぇ つぉ   DA  DI  DU  DE  DO 

 TSA  TSI     TSE  TSO   ぢゃ ぢぃ ぢゅ ぢぇ ぢょ 

 てゃ てぃ てゅ てぇ てょ   DYA  DYI  DYU  DYE  DYO 

 THA  THI  THU  THE  THO   でゃ でぃ でゅ でぇ でょ 

       とぅ   DHA  DHI  DHU  DHE  DHO 

た 

       TWU                どぅ 

 な  に  ぬ  ね  の  

だ

               DWU 

 NA   NI   NU   NE   NO   ば  び  ぶ  べ  ぼ 

 にゃ にぃ にゅ にぇ にょ   BA  BI  BU  BE  BO 
な 

 NYA  NYI  NYU  NYE  NYO   びゃ びぃ びゅ びぇ びょ 

 は  ひ  ふ  へ  ほ  

ば

 BYA  BYI  BYU  BYE  BYO 

 HA   HI   HU   HE   HO   ぱ  ぴ  ぷ  ぺ  ぽ 

              FU   PA  PI  PU  PE  PO 

 ひゃ ひぃ ひゅ ひぇ ひょ   ぴゃ ぴぃ ぴゅ ぴぇ ぴょ 

 HYA  HYI  HYU  HYE  HYO  

ぱ

 PYA  PYI  PYU  PYE  PYO 

 ふぁ ふぃ    ふぇ ふぉ   ゔ ぁ  ゔ ぃ   ゔ   ゔ ぇ  ゔ ぉ 

 FA    FI       FE   FO  
ゔ ぁ
 VA  VI  VU  VE  VO 

 ふゃ ふぃ ふゅ ふぇ ふょ      後ろに子音を２つ続けます 

は 

 FYA  FYI  FYU  FYE  FYO      [例] かっぱ … KAPPA 

 ま  み  む  め  も       っ 

 MA   MI   MU   ME   MO       LTU 

 みゃ みぃ みゅ みぇ みょ  

っ

     XTU 
ま 

 MYA  MYI  MYU  MYE  MYO 

 


