
新「情報」活用テキスト「実技・実習」編 での差分（変更）箇所

本書
No

教材の
ページ 章 Step 変更点

No.1 別冊-14 第4章 ワープロソフトの活用「基本編」
Step4 4-3
表の編集（文字列の配置）

ボタンの名称変更

No.2 別冊-17 第4章 ワープロソフトの活用「基本編」
Step6 6-1
画像の挿入

「画像」の挿入方法が
変わりました。
［画像］ボタンから、
「このデバイス」にある
画像か「オンライン画
像」かを選択するように
なります。

No.3 別冊-33 第4章 ワープロソフトの活用「応用編」
Step5 5-1
画像の挿入、文字列の折り返し設定

No.4 別冊-53 第4章 ワープロソフトの活用「Ｐ検チャレンジ」
チャレンジ4
Ｐ検「3級」チャレンジ問題 ワープロ-2
問⑥ セルの文字の配置

No.1と同様

No.5 別冊-54 第4章 ワープロソフトの活用「Ｐ検チャレンジ」
チャレンジ5
Ｐ検「準2級」チャレンジ問題 ワープロ-1
問⑦ 図形の挿入

ボタンの名称変更

No.6 別冊-61
第5章 プレゼンテーションソフトの活用
「基本編」

Step2 2-2
画像の挿入

No.2・No.3と同様

No.7 別冊-85
第6章 表計算ソフトの活用
「基本編」

Step5
グラフの挿入

ボタンの名称変更

No.8 別冊-99
第6章 表計算ソフトの活用
「応用編」

Step4
データの並べ替え

表示名の変更
（昇順→小さい順、
降順→大きい順）

No.9 別冊-100
第6章 表計算ソフトの活用
「応用編」

Step6 6-1
グラフの作成

ボタンの名称変更

同教材の巻末「練習問題」「Ｐ検チャレンジ問題」作成手順

No.10 ●第4章 ワープロ
別冊-119ページ「練習1」⑤画像の挿入/ 別冊-120ページ「練習2」⑧画像の挿入/ 別冊-123ページ「練習5」④画像の挿入
別冊-125ページ「チャレンジ1」⑤画像の挿入/ 別冊-128ページ「チャレンジ4」⑥文字の配置No.11

No.12 ●第5章 プレゼンテーションソフト
別冊-136ページ「練習1」⑤画像の挿入/ 別冊-137ページ「練習2」④画像の挿入/ 別冊-138ページ「練習3」⑤画像の挿入
別冊-140・141ページ「練習4」④画像の挿入 ⑧ハイパーリンクの設定No.13

新「情報」学習ノート 「解答と解説」での差分（変更）箇所

No.14 13ページ 第4章 ワープロソフトの活用「基本編」
4章 1-3
画像の挿入

No.2・No.3と同様

No.15 15ページ 第4章 ワープロソフトの活用「応用編」
4章 2-5
画像の挿入

新「情報」活用テキスト「実技・実習」編 他

Office2019差分

新「情報」活用テキストをご採用いただきまして、ありがとうございます。
本書は、教材をOffice2019で使用する際に、以下のようにしてご利用ください。
・差分（下表）以外は、全て教材記載のOffice2016の操作手順と同様となります。
・差分は、分かり易いようにページ単位の構成となっておりますので（巻末の
「練習問題」「Ｐ検チャレンジ問題」作成手順は除く）、該当のページをそのま
ま差し替えて使用することもできます。



第4章 ワープロソフトの活用 「基本編」 別冊-14ページ

上揃え（左）
左上を基準に配置

上揃え（中央）
中央上を基準に配置

上揃え（右）
右上を基準に配置

中央揃え（左）
左中央を基準に配置

中央揃え
セルの中心を基準に配置

中央揃え（右）
右中央を基準に配置

下揃え（左）
左下を基準に配置

下揃え（中央）
中央下を基準に配置

下揃え（右）
右下を基準に配置

No.1

Word2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。



Step6 画像の挿入

6-1 画像を挿入します

①画像を挿入する位置に
カーソルを移動

②［挿入］タブをクリック

③［図］グループの［画像］
ボタン下の▼をクリック→
［オンライン画像］をクリック

④表示された［オンライン画像］の
検索ボックスに「本」と入力し
［Enter］キーを押し確定させる
続けて［Enter］キーを押して検索
を開始する

⑤任意の画像をクリック

⑥［挿入］をクリック

Word2019で学習する場合は、このページにすべて差し替えてください。

第4章 ワープロソフトの活用 「基本編」 別冊-17ページ

No.2

≪Word 2019の場合≫ 「Step6」6-1



Step5 画像の挿入、文字列の折り返し設定

5-1 清掃に関する画像を挿入します

①画像を挿入する位置に
カーソルを移動

②［挿入］タブをクリック

③［図］グループの［画像］
ボタン下の▼をクリック→
［オンライン画像］をクリック

④表示された［オンライン画像］の
検索ボックスに「清掃」と入力し
［Enter］キーを押し確定させる
続けて［Enter］キーを押して検索
を開始する

⑤任意の画像をクリック

⑥［挿入］をクリック

Word2019で学習する場合は、このページにすべて差し替えてください。

第4章 ワープロソフトの活用 「応用編」 別冊-33ページ

⑦挿入した画像のサイズを調整

＊教材テキストの18ページの「基本
編-Step6-2」を参照

No.3

≪Word 2019の場合≫ 「Step5」5-1



第4章 ワープロソフトの活用「Ｐ検チャレンジ」別冊-53ページ

⑥「お名前」のセ
ルの文字の配置：
中央揃え（左）

No.4

Word2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。



別冊-54ページ

⑦図形の挿入：色(任意)。四角形:角を丸くす
る、フォントサイズ24pt、中央揃え

No.5

Word2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。

第4章 ワープロソフトの活用「Ｐ検チャレンジ」



第5章プレゼンテーションソフトの活用「基本編」 別冊-61ページ

≪PowerPoint 2019の場合≫ 「Step2」2-2

①[挿入]タブの［画像］グループの
［画像］ボタンの▼をクリックして
［オンライン画像］を選択

②表示された［オンライン画像］の検索ボックスに
「楽器」と入力し、検索を行う。
一覧から挿入したい画像をクリック

③［挿入］をクリック

No.6

PowerPoint2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。



第6章 表計算ソフトの活用 「基本編」 別冊-85ページ

≪Excel 2019の場合≫ 「Step5」

③［グラフ］グループの［折れ線/
面グラフの挿入］をクリック、一覧
から［2D折れ線］の［折れ線］をク
リック

Excel 2019では

No.7

Excel 2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。



第6章 表計算ソフトの活用 「応用編」 別冊-99ページ

⑤［順序］ボックスの▼をクリックし、リストか
ら［大きい順］をクリック

No.8

Excel 2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。



第6章 表計算ソフトの活用 「応用編」 別冊-100ページ

≪Excel 2019の場合≫

③［グラフ］グループの［ウォーターフォー
ル図、じょうごグラフ、株価チャート、等高
線グラフ、レーダーチャートの挿入］をク
リック

Excel 2019では

No.9

Excel 2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。



「練習問題」 「Ｐ検チャレンジ問題」 作成手順巻末

教材テキストの巻末にある解答例です。ここでは、差分に該当する箇所だけを抜き出してあり
ます。また、下表の「参考」には参考となる本書及び教材のページを記載してあります。

第4章 練習１ 「校内ポスターを作成しよう」作成手順 （別冊-119） Word

No 指示文 作成手順 参考

⑤ 「環境」の画像を
挿入

（中央揃え）

＜Word2019の場合＞
①画像を挿入する行に、カーソルを移動
②［挿入］タブ-［図］グループの［画像］ボタン下の▼をクリック →［オン
ライン画像］を選択 →表示された［オンライン画像］の検索ボックスに「環
境」と入力し［Enter］キーを押し確定させる →続けて［Enter］キーを押し
て検索をする
③一覧の中から挿入したい画像をクリック（画像は任意のものでも構いませ
ん） →［挿入］をクリック
④画像をクリックして選択する（選択した画像にはハンドルが表示される）→
画像の四隅のいずれかのハンドルにマウスポインタを合わせサイズを調整する
⑤画像をクリックして選択する →［ホーム］タブ-［段落］グループの［中央
揃え］をクリック

本書
NO.2

＆

教材
別冊
18

ページ

第4章 練習２ 「留学のお知らせを作成しよう」作成手順 （別冊-120） Word

No 指示文 作成手順 参考

⑧ 画像：チャイム
（右揃え）

＜Word2019の場合＞
①画像を挿入する行に、カーソルを移動
②［挿入］タブ-［図］グループの［画像］ボタン下の▼をクリック →［オン
ライン画像］を選択 →表示された［オンライン画像］の検索ボックスに
「チャイム」と入力し［Enter］キーを押し確定させる →続けて［Enter］
キーを押して検索をする
③一覧の中から挿入したい画像をクリック（画像は任意のものでも構いませ
ん） →［挿入］をクリック
④画像をクリックして選択する（選択した画像にはハンドルが表示される）→
画像の四隅のいずれかのハンドルにマウスポインタを合わせサイズを調整する
⑤画像をクリックして選択する →［ホーム］タブ-［段落］グループの［右揃
え］をクリック

本書
NO.2

＆

教材
別冊
18

ページ

第4章 練習５ 「お礼のはがきを作成しよう」作成手順 （別冊-123） Word

No 指示文 作成手順 参考

④ 画像（お祝い）
（文字列の折り
返し：前面）

＜Word2019の場合＞
①画像を挿入する行に、カーソルを移動
②［挿入］タブ-［図］グループの［画像］ボタン下の▼をクリック →［オン
ライン画像］を選択 →表示された［オンライン画像］の検索ボックスに「お
祝い」と入力し［Enter］キーを押し確定させる →続けて［Enter］キーを押
して検索をする
③一覧の中から挿入したい画像をクリック（画像は任意のものでも構いませ
ん） →［挿入］をクリック
④画像が選択されている状態で ［図ツール］の［書式］タブをクリック →
［配置］グループの［文字列の折り返し］をクリックし、一覧 から［前面］を
クリック
④画像を額縁の図の上にドラッグして重ねる→画像の四隅のハンド ルをドラッ
グして額縁の上に収まるサイズに調整

本書
NO.2

＆

教材
別冊
34

ページ

No.10



第4章チャレンジ1「Ｐ検4級チャレンジ問題 ワープロ-1」作成手順（別冊-125） Word

No 指示文 作成手順 参考

⑤ 画像（学校の任意）
右揃え

＜Word2019の場合＞
①「…申込書をFAXしてください。」の行下にカーソルを移動
②［挿入］タブ-［図］グループの［画像］ボタン下の▼をクリック →［オン
ライン画像］を選択→表示された［オンライン画像］の検索ボックスに「学
校」 と入力し［Enter］キーを押し確定させる →続けて［Enter］キーを押し
て検索をする
③一覧の中から挿入したい画像をクリック（画像は任意のものでも構いませ
ん） →［挿入］をクリック
④画像をクリックして選択する（選択した画像にはハンドルが表示される）→
画像の四隅のいずれかのハンドルにマウスポインタを合わせサイズを調整する
⑤画像をクリックして選択する →［ホーム］タブ-［段落］グループの［右揃
え］をクリック

本書
NO.2

＆

教材
別冊
18

ページ

第4章チャレンジ4「Ｐ検3級チャレンジ問題 ワープロ-2」作成手順（別冊-128） Word

No 指示文 作成手順 参考

⑥ 「お名前」のセルの
文字の配置：中央揃
え（左）

＜Word2019の場合＞
①「お名前」（表内の1行1列目）のセルを選択
②［表ツール］-［レイアウト］タブ-［配置］グループの［中央揃え（左）］
ボタンをクリック

本書
NO.1

No.11



第5章 練習１「家庭科実習の発表スライドを作成しよう」作成手順（別冊-136）PowerPoint

No 指示文 作成手順 参考

⑤ 任意の「ハンバー
グ」の画像を挿入し、
サイズと位置を調整
する。

＜PowerPoint2019の場合＞
①[挿入]タブの［画像］グループの［画像］ボタンの▼をクリックして［オン
ライン画像］を選択
②表示された［オンライン画像］の検索ボックスに「ハンバーグ」と入力し、
検索
→ 一覧から挿入したい画像をクリック
③［挿入］をクリック
④画像の四隅のいずれかのハンドルにマウスポインタを合わせ、サイズを調整
→ドラックして位置を調整

本書
NO.6

＆

教材
別冊
18

ページ

第5章 練習２ 「コンクールの資料を作成しよう」作成手順 （別冊-137） PowerPoint

No 指示文 作成手順 参考

④ 任意の「コンピュー
ター」の画像を挿入
し、サイズと位置を
調整する。

＜PowerPoint2019の場合＞
①[挿入]タブの［画像］グループの［画像］ボタンの▼をクリックして［オン
ライン画像］を選択
②表示された［オンライン画像］の検索ボックスに「コンピューター」と入力
し、検索
→ 一覧から挿入したい画像をクリック
③［挿入］をクリック
④画像の四隅のいずれかのハンドルにマウスポインタを合わせ、サイズを調整
→ドラックして位置を調整

本書
NO.6

＆

教材
別冊
18

ページ

第5章 練習３ 「調査発表の資料を作成しよう」作成手順 （別冊-138） PowerPoint

No 指示文 作成手順 参考

⑤ 任意の「自然」の画
像を挿入し、サイズ
と位置を調整する。

＜PowerPoint2019の場合＞
①[挿入]タブの［画像］グループの［画像］ボタンの▼をクリックして［オン
ライン画像］を選択
②表示された［オンライン画像］の検索ボックスに「自然」と入力し、検索
→ 一覧から挿入したい画像をクリック
③［挿入］をクリック
④画像の四隅のいずれかのハンドルにマウスポインタを合わせ、サイズを調整
→ドラックして位置を調整

本書
NO.6

＆

教材
別冊
18

ページ

No.12



第5章 練習４「第5章学校紹介のスライドを作成しよう」作成手順（別冊-140・141）PowerPoint

No 指示文 作成手順 参考

④ 写真と地図のファイ
ルを挿入。
（ファイルが無い場
合は、「学校」と
「バス停留所」の任
意の画像を挿入して
ください）

＜PowerPoint2019の場合＞オンライン画像の挿入方法
①[挿入]タブの［画像］グループの［画像］ボタンの▼をクリックして［オン
ライン画像］を選択
②表示された［オンライン画像］の検索ボックスに「学校」と入力し、検索
→ 一覧から挿入したい画像をクリック →［挿入］をクリック
③画像の四隅のいずれかのハンドルにマウスポインタを合わせ、サイズを調整
→ドラックして位置を調整
④同様に、地図の画像を挿入し、位置を調整

＊教材と同じ写真と地図を挿入する場合は、あらかじめ先生がこのファイルを
用意しておく必要があります。用意したファイルを開く方法は、上記①で［挿
入］タブの［画像］グループの［画像］ボタンの▼をクリックし［このディバ
イス…］を選択します。表示された［図の挿入］ダイアログボックスから、写
真（または地図）のファイルをクリックして挿入します。

本書
NO.6

＆

教材
別冊
18

ページ

⑧ 「楽器」の画像を挿
入し、「課題1」で
作成した「クラブ紹
介」のファイルに
ジャンプするハイ
パーリンクを設定す
る。

＜PowerPoint2019の場合＞
「楽器」の画像挿入は、上記を参照、以下はハイパーリンクの設定方法
①挿入した「楽器」の画像をクリックして選択
②［挿入］タブ-［リンク］グループの［リンク］をクリック
③表示された［ハイパーリンクの挿入］ダイアログボックス（下図）の［検索
先］に「課題1」で作成した「クラブ紹介」のPowerPointのファイルを保存し
た場所を指定→「クラブ紹介」のファイルを選択 →［アドレス］に表示され
たファイル名を確認 →［OK］をクリック

参考
ページ
なし

No.13



学習ノート 別冊（解答と解説） 13ページ

Word2019

①［挿入］タブをクリック

②［画像］ボタンの［オンライ
ン画像］を選択

③検索ボックスに［パソコ
ン］と入力して検索

④挿入する画像をクリックし、
［挿入］ボタンをクリック

No.14

Word2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。



①2行目の行頭にカーソルを移動させ、
［挿入］タブをクリック

②［図］グループの［画像］ボタン下
の▼をクリックして
［オンライン画像］を選択

③表示された［オンライン画像］の検索ボックスに

「バレーボール」と入力し［Enter］キーを押し確定さ
せる、続けて［Enter］キーを押して検索を開始する

④挿入する画像をクリックし、
［挿入］ボタンをクリック

No.15

学習ノート 別冊（解答と解説） 15ページ

Word2019の場合は、教材のこのページを黄色網部分に変えて学習してください。


