
（問1）
これは、トラブルなどに対する処理能力を問う問題です。
以下のように、トラブルの状況から推測して、マニュアルのどの項目に当てはまるかを判断して
いきます。

（問2）
このトラブルの状況に該当するのは、明らかに「①黄」の項目です。

4-3  不測の事態に
対応する問題
問1
（1）＝②
（2）＝④
（3）＝③
（4）＝①

問2　①

解説解答

トラブルの状況 推測 ランプの色

（1）リモコンで操作できない リモコンのトラブルであるので、マニュアルでリモコ
ンに関する記述がある項目となる。 ②の青

（2）映像が出ない 映像の入力やコントラスト等に関するトラブルと思わ
れる。 ④の赤

（3）映像がぼやける 映像がぼやけるので、レンズに関係があると思われる。 ③の緑

（4）映像が突然、
　　暗くなってしまった

映像が突然暗くなったので、使用環境の変化等に関す
るトラブルと思われる。 ①の黄

第４章　ICTを活用した問題解決（解答と解説）

5-１.文書の編集

（1）文字飾り（取り消し線、二重取り消し線、上付き、下付き）

＜解答＞ （ア）＝Ｌ、（イ）＝Ｐ、（ウ）＝Ｏ、（エ）＝Ｍ

（イ）リボンにボタンが表示されていない「二重取り消し線」な
どを設定する場合は、右下にあるボタン（ダイアログボックス
起動ツール）をクリックしダイアログボックスを表示させ、設定
を行います。

第５章
ワープロ （Word2016/2013/2010/2007共通） （解答と解説）

（2）ルビ

＜解答＞ （ア）＝Ｄ

ルビは、リボンにある〔ルビ〕ボタンをクリックし、表示された
〔ルビ〕ダイアログボックスで設定します。自動的にふられた
ルビが間違っていた場合は手入力で変更します。

（3）均等割り付け（きんとうわりつけ）

＜解答＞ （ア）＝Ｑ

また、均等割り付けを解除（かいじょ）するには、文字列を範囲
（はんい）選択し、リボンの「均等割り付け」ボタンをクリックする
とダイアログボックスが表示されますので、〔解除〕をクリック
します。

ルビが間違って
いた場合は、

正しい文字を入
力する

（4）箇条書き（かじょうがき）

＜解答＞ （ア）＝Ｆ

「箇条書き」で設定できる「行頭文字」には、以下のようなもの
があります。

（5）段落番号

＜解答＞ （ア）＝Ｇ

「段落番号」で設定できる数字・記号には、以下のようなもの
があります。

なお、段落番号を振りなおす場合は、〔段落番号〕ボタンの
右にある「▼」をクリック、一覧から〔番号の設定〕を選択し、
〔番号の設定〕ダイアログボックスで設定します。

（6）インデント

＜解答＞ （ア）＝③、イ＝①、ウ＝②、エ＝Ｊ、オ＝Ｕ、カ＝Ｕ

インデントはルーラーでも設定できます。下図はインデントマー
カー（インデントの種類）です。

A B

C

Ａ： 1行目のインデント（字下げインデント）
Ｂ： ぶら下げインデント
Ｃ： 左インデント

＊それぞれのインデントマーカーをドラッグし
てインデントを設定します。
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5-１１.文文書書のの編編集集

（（1））文文字字飾飾りり（（取取りり消消しし線線、、二二重重取取りり消消しし線線、、上上付付きき、、下下付付きき））

＜解答＞ （ア）＝Ｌ、（イ）＝Ｐ、（ウ）＝Ｏ、（エ）＝Ｍ

（イ）リボンにボタンが表示されていない「二重取り消し線」な
どを設定する場合は、右下にあるボタン（ダイアログボックス
起動ツール）をクリックしダイアログボックスを表示させ、設定
を行います。

第５章
ワープロ （Word2019/2016/2013/2010/2007共通） （解答と解説）

（（2））ルルビビ

＜解答＞ （ア）＝Ｄ

ルビは、リボンにある［ルビ］ボタンをクリックし、表示された
［ルビ］ダイアログボックスで設定します。自動的にふられた
ルビが間違っていた場合は手入力で変更します。

（（3））均均等等割割りり付付けけ（（ききんんととううわわりりつつけけ））

＜解答＞ （ア）＝Ｑ

均等割り付けを解除（かいじょ）するには、文字列を範囲（はん

い）選択し、リボンの「均等割り付け」ボタンをクリックするとダ
イアログボックスが表示されますので、［解除］をクリックしま
す。

ルビが間違って
いた場合は、

正しい文字を入
力する

（（4））箇箇条条書書きき（（かかじじょょううががきき））

＜解答＞ （ア）＝Ｆ

「箇条書き」で設定できる「行頭文字」には、以下のようなもの
があります。

（（5））段段落落番番号号

＜解答＞ （ア）＝Ｇ

「段落番号」で設定できる数字・記号には、以下のようなもの
があります。

なお、段落番号を振りなおす場合は、［段落番号］ボタンの
右にある「▼」をクリック、一覧から［番号の設定］を選択し、
［番号の設定］ダイアログボックスで設定します。

（（6））イインンデデンントト

＜解答＞ （ア）＝③、イ＝①、ウ＝②、エ＝Ｊ、オ＝Ｕ、カ＝Ｕ

インデントはルーラーでも設定できます。下図はインデントマー
カー（インデントの種類）です。

A B

C

Ａ： 1行目のインデント（字下げインデント）
Ｂ： ぶら下げインデント
Ｃ： 左インデント

＊マウスでインデントを設定する場合は、それ
ぞれのインデントマーカーをドラッグします。
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（エ）「左インデント」は、リボンにある［インデントを増やす］ボ
タンを文字回数クリックして、簡単に設定することができます。

●左インデント「2字」の見本
（段落全体に「2字」の字下げがされる）

（オ）「字下げインデント」は、［段落］グループの右下にある
「ダイアログボックス起動ツール」から「段落」ダイアログボック
スを表示させ設定します。

「字下げ」を
選択

「1字」を
選択

●字下げインデント「1字」の見本
（先頭行が「1字」字下げされる）

（カ）「ぶら下げインデント」は、「字下げインデント」と同様、
［段落］グループの右下にある「ダイアログボックス起動ツー
ル」から「段落」ダイアログボックスを表示させ設定します。

「ぶら下げ」
を選択

「2字」を
選択

●ぶら下げインデント「2字」の見本
（2行目以降が「2字」字下げされる）

第５章 ワープロ（Word 2019/2016/2013/2010/2007共通）（解答と解説）

（（7））行行間間

＜解答＞ （ア）＝Ｒ、（イ）＝Ｒ、（ウ）＝①、（エ）＝⑤、
（オ）＝Ｕ

行間は、「行」単位のほか、「pt」でも設定することができます。

「行」単位の場合は、リボンにあるボタンで設定すると簡単に
行えます。
「pt」は、以下のように［段落］ダイアログボックスで設定します。

「固定値」
を選択

「18pt」
に設定

（（8））段段落落罫罫線線（（だだんんららくくけけいいせせんん））

＜解答＞ （ア）＝Ｔ、（イ）＝②、（ウ）＝Ｔ、（エ）＝②

「段落罫線」は、段落に対し罫線を設定しますが、次の設問
の「ページ罫線」はページに対して罫線（絵柄を含む）を設定
します。なお、フォントへの罫線の設定は、［ホーム］タブ-
［フォント］グループの［下線］で行います。

また、段落罫線の設定で、「設定対象」に「文字」を選択した
場合は、範囲選択した文字列に罫線が設定されます。

▼「3pt」「影付き」の設定

①「段落」
を選択

②「3pt」を
選択

③［影］
を選択

「二重線」の場合
は、ここから選択

（（9））ペペーージジ罫罫線線

＜解答＞ （ア）＝Ｔ、（イ）＝②、（ウ）＝③

［ページ罫線］は、［線種とページ罫線と網かけの設定］ダイア
ログボックスを表示させて設定します。 ［線種とページ罫線と

網かけの設定］ダイアログボックスを表示させるには、以下の
2つの方法があります。

1.（操作方法①）
［ホーム］タブの［段落］グループ［罫線］ボタンをクリックし、
一覧から［線種とページ罫線と網かけの設定］をクリック。

2.（操作方法②）
・Word2019/2016/2013の場合
［デザイン］タブの［ページの背景］グループ
［ページ罫線］をクリック。

・Word2010/2007の場合
［ページレイアウト］タブの［ページの背景］グループ
［ページ罫線］をクリック。

［線種とページ罫線と網かけの設定］ダイアログボックスでは
以下のように設定します。

「文書全体」
を選択

「二重波線」
を選択

「絵柄」を

設定するこ
ともできる

（（10））改改ペペーージジ

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝⑤

［挿入］タブ-
［ページ］グループの
［ページ区切り］を
クリックして設定

第５章 ワープロ（Word 2019/2016/2013/2010/2007共通）（解答と解説）
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（エ）「左インデント」は、リボンにある［インデントを増やす］ボ
タンを文字回数クリックして、簡単に設定することができます。

●左インデント「2字」の見本
（段落全体に「2字」の字下げがされる）

（オ）「字下げインデント」は、［段落］グループの右下にある
「ダイアログボックス起動ツール」から「段落」ダイアログボック
スを表示させ設定します。

「字下げ」を
選択

「1字」を
選択

●字下げインデント「1字」の見本
（先頭行が「1字」字下げされる）

（カ）「ぶら下げインデント」は、「字下げインデント」と同様、
［段落］グループの右下にある「ダイアログボックス起動ツー
ル」から「段落」ダイアログボックスを表示させ設定します。

「ぶら下げ」
を選択

「2字」を
選択

●ぶら下げインデント「2字」の見本
（2行目以降が「2字」字下げされる）

第５章 ワープロ（Word 2019/2016/2013/2010/2007共通）（解答と解説）

（（7））行行間間

＜解答＞ （ア）＝Ｒ、（イ）＝Ｒ、（ウ）＝①、（エ）＝⑤、
（オ）＝Ｕ

行間は、「行」単位のほか、「pt」でも設定することができます。

「行」単位の場合は、リボンにあるボタンで設定すると簡単に
行えます。
「pt」は、以下のように［段落］ダイアログボックスで設定します。

「固定値」
を選択

「18pt」
に設定

（（8））段段落落罫罫線線（（だだんんららくくけけいいせせんん））

＜解答＞ （ア）＝Ｔ、（イ）＝②、（ウ）＝Ｔ、（エ）＝②

「段落罫線」は、段落に対し罫線を設定しますが、次の設問
の「ページ罫線」はページに対して罫線（絵柄を含む）を設定
します。なお、フォントへの罫線の設定は、［ホーム］タブ-
［フォント］グループの［下線］で行います。

また、段落罫線の設定で、「設定対象」に「文字」を選択した
場合は、範囲選択した文字列に罫線が設定されます。

▼「3pt」「影付き」の設定

①「段落」
を選択

②「3pt」を
選択

③［影］
を選択

「二重線」の場合
は、ここから選択

（（9））ペペーージジ罫罫線線

＜解答＞ （ア）＝Ｔ、（イ）＝②、（ウ）＝③

［ページ罫線］は、［線種とページ罫線と網かけの設定］ダイア
ログボックスを表示させて設定します。 ［線種とページ罫線と

網かけの設定］ダイアログボックスを表示させるには、以下の
2つの方法があります。

1.（操作方法①）
［ホーム］タブの［段落］グループ［罫線］ボタンをクリックし、
一覧から［線種とページ罫線と網かけの設定］をクリック。

2.（操作方法②）
・Word2019/2016/2013の場合
［デザイン］タブの［ページの背景］グループ
［ページ罫線］をクリック。

・Word2010/2007の場合
［ページレイアウト］タブの［ページの背景］グループ
［ページ罫線］をクリック。

［線種とページ罫線と網かけの設定］ダイアログボックスでは
以下のように設定します。

「文書全体」
を選択

「二重波線」
を選択

「絵柄」を

設定するこ
ともできる

（（10））改改ペペーージジ

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝⑤

［挿入］タブ-
［ページ］グループの
［ページ区切り］を
クリックして設定

第５章 ワープロ（Word 2019/2016/2013/2010/2007共通）（解答と解説）
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（（1））列列幅幅とと行行のの高高ささのの調調整整

＜解答＞ （ア）＝か、（イ）＝③、（ウ）＝②、（エ）＝き

（イ）（ウ）の文字列にあわせた「列幅の自動調整」は、該当す
る列の右側の列の「境界線」にマウスポインタを合わせ、ダブ
ルクリックします。

表の挿入は、［挿入］タブの
［表］ボタンから行います。

また、以下の各問の表の編
集は、表を選択すると表示さ
れる［表ツール］の［レイアウ
ト］タブで設定することができ
ます。

5-2.表表のの作作成成とと編編集集

（（2））セセルルのの結結合合とと分分割割

＜解答＞ （ア）＝あ、（イ）＝い、（ウ）＝①、（エ）＝②

（（4））表表内内ののフフォォンントトのの設設定定

＜解答＞ （ア）＝Ａ、（イ）＝Ｂ、（ウ）＝Ｋ、（エ）＝Ｔ、（オ）＝Ｏ

フォントの設定は、通常の文字の設定と同じように［ホーム］
タブの［フォント］グループで行います。

（（5））表表のの罫罫線線のの設設定定

＜解答＞ （ア）＝Ｔ、（イ）＝Ｔ

罫線の設定は、［表ツール］の［デザイン］タブでも設定できま
すが、ここでは、段落罫線やページ罫線と同じように［ホーム］

タブの［罫線］にある［線種とページ罫線と網かけの設定］ダイ
アログボックスで行う方法をとっています。

5-3.図図のの作作成成とと編編集集

（（1））テテキキスストトボボッッククススのの作作成成

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝⑤

（（2））図図形形のの作作成成とと編編集集

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝⑤、（ウ）＝⑦、（エ）＝⑧

（（3））図図形形ののググルルーーププ化化

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝④

（ア）は、［Shift］キーの代わりに、［Ctrl］キーでも複数の図形を
選択できます。

（（4））ワワーードドアアーートトのの作作成成

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝④

（（3））表表内内のの文文字字のの配配置置のの変変更更

＜解答＞ （ア）＝け、（イ）＝こ

表内の文字の配置は、［表ツール］-［レイアウト］タブの［配
置］グループにあるボタンで設定します。

両両端端揃揃ええ（（上上））
左上を基準に配置

上上揃揃ええ（（中中央央））
中央上を基準に配置

上上揃揃ええ（（右右））
右上を基準に配置

両両端端揃揃ええ（（中中央央））
左中央を基準に配置

中中央央揃揃ええ
セルの中心を基準に配置

中中央央揃揃ええ（（右右）
右中央を基準に配置

両両端端揃揃ええ（（下下））
左下を基準に配置

下下揃揃ええ（（中中央央））
中央下を基準に配置

下下揃揃ええ（（右右）
右下を基準に配置

・Word2013/2010/2007の場合

上上揃揃ええ（（左左））
左上を基準に配置

上上揃揃ええ（（中中央央））
中央上を基準に配置

上上揃揃ええ（（右右））
右上を基準に配置

中中央央揃揃ええ（（左左））
左中央を基準に配置

中中央央揃揃ええ
セルの中心を基準に配置

中中央央揃揃ええ（（右右）
右中央を基準に配置

下下揃揃ええ（（左左））
左下を基準に配置

下下揃揃ええ（（中中央央））
中央下を基準に配置

下下揃揃ええ（（右右）
右下を基準に配置

・Word2019/2016の場合

第５章 ワープロ（Word 2019/2016/2013/2010/2007共通）（解答と解説）

5-4.ペペーージジやや印印刷刷のの設設定定

（（1））ヘヘッッダダーー、、フフッッタターーのの設設定定

＜解答＞ （ア）＝た、（イ）＝た、（ウ）＝⑤、（エ）＝①
（オ）＝た、（カ）＝④、（キ）＝つ、（ク）＝⑦

（ア）新規にヘッダーを
設定する方法です。

操作手順に従って表
示されたテキストボッ
クスに文書タイトルを
入力します。

（エ）文字列の書式設定は、［ホーム］タブの［フォントグルー
プ］で行います。

（（2））ペペーージジ余余白白のの設設定定

＜解答＞ （ア）＝な、（イ）＝②、（ウ）＝な、（エ）＝④

（ウ）・（エ）ページ余白を数値で設定するには、［ホーム］タブ
の［ページ設定］グループにある［余白］をクリックし、一覧か
ら「ユーザー設定の余白］を選択します。表示された［ページ
設定］ダイアログボックスの［余白］タブで以下のように数値を
入力して設定を行います。
（上下左右の設定が可能です）

（（3））ペペーージジのの文文字字数数、、行行数数のの設設定定

＜解答＞ （ア）＝ね、（イ）＝ね、（ウ）＝③

（イ）・（ウ）文字数と行数を指定する場合は、以下のように
［ページ設定］ダイアログボックスの［文字数と行数］タブで行
います。

ここにチェックを
入れる

文字数を
指定

行数を
指定
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（（1））列列幅幅とと行行のの高高ささのの調調整整

＜解答＞ （ア）＝か、（イ）＝③、（ウ）＝②、（エ）＝き

（イ）（ウ）の文字列にあわせた「列幅の自動調整」は、該当す
る列の右側の列の「境界線」にマウスポインタを合わせ、ダブ
ルクリックします。

表の挿入は、［挿入］タブの
［表］ボタンから行います。

また、以下の各問の表の編
集は、表を選択すると表示さ
れる［表ツール］の［レイアウ
ト］タブで設定することができ
ます。

5-2.表表のの作作成成とと編編集集

（（2））セセルルのの結結合合とと分分割割

＜解答＞ （ア）＝あ、（イ）＝い、（ウ）＝①、（エ）＝②

（（4））表表内内ののフフォォンントトのの設設定定

＜解答＞ （ア）＝Ａ、（イ）＝Ｂ、（ウ）＝Ｋ、（エ）＝Ｔ、（オ）＝Ｏ

フォントの設定は、通常の文字の設定と同じように［ホーム］
タブの［フォント］グループで行います。

（（5））表表のの罫罫線線のの設設定定

＜解答＞ （ア）＝Ｔ、（イ）＝Ｔ

罫線の設定は、［表ツール］の［デザイン］タブでも設定できま
すが、ここでは、段落罫線やページ罫線と同じように［ホーム］

タブの［罫線］にある［線種とページ罫線と網かけの設定］ダイ
アログボックスで行う方法をとっています。

5-3.図図のの作作成成とと編編集集

（（1））テテキキスストトボボッッククススのの作作成成

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝⑤

（（2））図図形形のの作作成成とと編編集集

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝⑤、（ウ）＝⑦、（エ）＝⑧

（（3））図図形形ののググルルーーププ化化

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝④

（ア）は、［Shift］キーの代わりに、［Ctrl］キーでも複数の図形を
選択できます。

（（4））ワワーードドアアーートトのの作作成成

＜解答＞ （ア）＝②、（イ）＝④

（（3））表表内内のの文文字字のの配配置置のの変変更更

＜解答＞ （ア）＝け、（イ）＝こ

表内の文字の配置は、［表ツール］-［レイアウト］タブの［配
置］グループにあるボタンで設定します。

両両端端揃揃ええ（（上上））
左上を基準に配置

上上揃揃ええ（（中中央央））
中央上を基準に配置

上上揃揃ええ（（右右））
右上を基準に配置

両両端端揃揃ええ（（中中央央））
左中央を基準に配置

中中央央揃揃ええ
セルの中心を基準に配置

中中央央揃揃ええ（（右右）
右中央を基準に配置

両両端端揃揃ええ（（下下））
左下を基準に配置

下下揃揃ええ（（中中央央））
中央下を基準に配置

下下揃揃ええ（（右右）
右下を基準に配置

・Word2013/2010/2007の場合

上上揃揃ええ（（左左））
左上を基準に配置

上上揃揃ええ（（中中央央））
中央上を基準に配置

上上揃揃ええ（（右右））
右上を基準に配置

中中央央揃揃ええ（（左左））
左中央を基準に配置

中中央央揃揃ええ
セルの中心を基準に配置

中中央央揃揃ええ（（右右）
右中央を基準に配置

下下揃揃ええ（（左左））
左下を基準に配置

下下揃揃ええ（（中中央央））
中央下を基準に配置

下下揃揃ええ（（右右）
右下を基準に配置

・Word2019/2016の場合

第５章 ワープロ（Word 2019/2016/2013/2010/2007共通）（解答と解説）

5-4.ペペーージジやや印印刷刷のの設設定定

（（1））ヘヘッッダダーー、、フフッッタターーのの設設定定

＜解答＞ （ア）＝た、（イ）＝た、（ウ）＝⑤、（エ）＝①
（オ）＝た、（カ）＝④、（キ）＝つ、（ク）＝⑦

（ア）新規にヘッダーを
設定する方法です。

操作手順に従って表
示されたテキストボッ
クスに文書タイトルを
入力します。

（エ）文字列の書式設定は、［ホーム］タブの［フォントグルー
プ］で行います。

（（2））ペペーージジ余余白白のの設設定定

＜解答＞ （ア）＝な、（イ）＝②、（ウ）＝な、（エ）＝④

（ウ）・（エ）ページ余白を数値で設定するには、［ホーム］タブ
の［ページ設定］グループにある［余白］をクリックし、一覧か
ら「ユーザー設定の余白］を選択します。表示された［ページ
設定］ダイアログボックスの［余白］タブで以下のように数値を
入力して設定を行います。
（上下左右の設定が可能です）

（（3））ペペーージジのの文文字字数数、、行行数数のの設設定定

＜解答＞ （ア）＝ね、（イ）＝ね、（ウ）＝③

（イ）・（ウ）文字数と行数を指定する場合は、以下のように
［ページ設定］ダイアログボックスの［文字数と行数］タブで行
います。

ここにチェックを
入れる

文字数を
指定

行数を
指定

ワワーーププロロ実実技技 「「模模擬擬問問題題」」のの解解答答とと解解説説はは、、
『『問問題題デデーータタ』』とと同同じじＵＵＲＲＬＬにに掲掲載載さされれてていいまますす。。
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第５章 ワープロ（Word 2019/2016/2013/2010/2007共通）（解答と解説）

- 25 -- 24 -


