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W
ord

の
基
本

文書を保存してみよう

ファイルの保存06Section 
重要度

作成した文書は、わかりやすい名前を付けて保存しましょう。ここではその方法を紹介していきます。保存したフ
ァイルは、何度でも開いて編集することができます。

Chapter 1

1 名前を付けて
保存する
作り終えてからだけでなく、作
業途中の文書はこまめに保存
しておきましょう。新しく作成
した文書を保存するには、クイ
ックアクセスツールバーの［上
書き保存］ボタン をクリック
します❶。

2 保存場所を指定する
［名前を付けて保存］画面が表
示されるので、保存先を指定
しましょう。Word 2013では、
利用頻度の高いフォルダーが
あらかじめ表示されるので、［コ
ンピューター］❷→［ドキュメ
ント］（もしくは［マイドキュメ
ント］）の要領でクリックするだ
けで保存フォルダーとして設
定できます❸。なお、ここに表
示されていないフォルダーに保
存したいときは、［参照］をクリ
ックして手順3の画面を開き、
フォルダーを選択しましょう。

C
hap 1

❶ここをクリックします。

❷保存場所をクリックして、 ❸保存フォルダーをクリックします。

速効！図解シリーズの使い方・読み方
まずは、速効！図解シリーズの上手な使い方・読み方を紹介していきましょう。“パソコンやアプ
リケーションの操作を覚えたい”という思いは一緒でも、人それぞれで知りたい事柄や理解し
やすい覚え方は少しずつ違うものです。そこで、速効！図解シリーズでは、人によって異なるニー
ズに応えるためにいろいろな使い方・読み方ができるようになっています。あなたにあった使い
方・読み方で、素早く・効率的にパソコンやアプリケーションの操作をマスターしましょう。

本文
流れに沿ってスムーズに理解で
きるように、丁寧な文章で操作の
仕方を解説しています。文中の 
❶の数字は「操作手順」の番号
と連動しています。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがってここ
だけを読み進んでも、操作の仕
方がわかるようになっています。

Sectionタイトル
各Sectionは目的別に構成されて
いるので、やりたいこと・知りたい
ことを簡単に探せます。

重要度
＊の数で重要度を表わしています。「＊＊＊」がもっ
とも基本的な項目で、「＊＊」「＊」と＊の数が少なく
なるほどより進んだ使い方の項目になっています。

機能・操作タイトル
そのSectionで使う機能
や操作の名前です。

左ページツメ
各Chapterのタイトルが入ってい
ます。
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3 ファイル名と種類を
指定する
保存フォルダーが選ばれたこ
とを確認します❹。［ファイル
名］を入力し❺、［ファイルの種
類］を選択します❻。あらかじ
め選択されている［Word文書］
は、Word 2007～2013のファ
イル形式です。それ以前のバ
ージョンのファイル形式なども
選択可能です。［保存］ボタン
をクリックします❼。

文書名が変わって
保存された！
文書の保存が完了し、タイト
ルバーに指定したファイル名
が表示されます❽。

4

Sec 06

フ
ァ
イ
ル
の
保
存❺ ファイル名を入力し、

❻ファイル形式を選択して、

❼ここをクリックします。

❽保存ができ、ファイル名が変わりました。

旧バージョンのファイル形式
で保存した場合
［Word文書］以外でファイルを保存した
場合、ファイルの種類によっては利用で
きない機能や書式があります。対応不可
能な書式は別のものに置き換えられるな
どすることを覚えておきましょう。

HINT

保存済みのファイルに修正を加えた場合、
手順1の要領で［上書き保存］ボタンをクリ
ックすると、元のファイルに上書きされた
状態で保存されます。修正前のファイルを
残したまま別のファイルとして新たに保存
するには、［ファイル］タブをクリックし
❶、［名前を付けて保存］をクリックしまし
ょう❷。手順2の画面が表示され、新ファイ
ルとして保存できます。

ファイルの別名保存は
Backstageビューから

HINT ❶［ファイル］タブをクリックして、

❷ここをクリックします。

❹ フォルダーを確認します。

● その1 ●

最初からすべてのSectionを
順番に読んで完全マスター

本書は、基本的に見開き2ページ
で完結する各Sectionで構成され
ています。Sectionを最初から順
番に読み進んでいけば、無理なく
スムーズに操作をマスターするこ
とができます。

● その2 ●

重要度「＊＊＊」だけを読んで
基本操作を短時間マスター

本書では、各Sectionごとに＊の
数で表した重要度を付けていま
す。もっとも基本的な「＊＊＊」 
のSectionだけを読んでいけば、
短時間で基本操作がマスターで
きます。

● その3 ●

やりたいこと・知りたいことだけを
読んで効率的にマスター

本書の各Sectionは目的別に構成
されています。自分のやりたいこ
とや知りたいことだけを探して読
んでいけば、効率的に操作がマス
ターできます。

速 効 ！ 図 解 シ リ ー ズ の 使 い 方

右ページツメ
機能や操作の名前で必要なSection
が探せます。

コラム
本書には以下の4種類のコラムが用
意されています。本文と併せてこれら
のコラムを読むことで、より幅広い知識
が身に付きます。

HINT

一歩進んだ使い方や役立つ情報、別
の操作法などを紹介しています。

KEYWORD

知っておきたい用語をわかりやすく説
明しています。

NEW

新機能や、バージョンによる違いにつ
いての説明です。

POINT

操作のポイント・意味や間違いやすい
点、関連知識などを紹介しています。
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Wordはこんなことができる

Word 2013の概要01Section 
重要度

Wordは多彩な機能を備えたワープロソフトです。Wordの機能を利用して作成できる文書や、特徴などを見てみ
ましょう。

Chapter 1

1 Wordならこんな文書が作成できる
Wordは文書作成ソフトです。文字サイズや色の変更な
ど、文字に関する書式設定はもちろん、細かなレイアウ
トの指定、イラストや写真の挿入も可能です。完成度の
高い文書が簡単に作成できます。

C
hap 1

❸文字の入力が効率的に
行える機能も備わっています。

Excelで作成した表やグラフを文書に含める、Outlookのアド
レス帳を使って宛て名書きをするなど、ほかのOfficeアプリ
ケーションとのデータの共有でより効率的な作業も可能とな
っています。

データ共有でさらに便利！HINT

❶タイトルなどをイラストのように
華やかに目立たせることも簡単です。

❷文字の色、サイズは
自由に設定できます。

❹イラストや写真を挿入でき、
加工も行えます。

❺直線はもちろん、四角、丸をはじめとした
多くの図形も描画できます。

❻行間や文字幅を指定して、
読みやすい文書が作れます。

❼表やグラフなども
作成可能です。



011

W
ord 2013

の
概
要

Sec 012 見やすいインターフェイスで
簡単かつ効率的
Office共通のリボンユーザーイ
ンターフェイスにより、利用可
能な機能の把握、実行がスム
ーズに行えます。豊富な機能
を無駄なく利用できるよう工夫
されています。

3 ハガキなどの
ひな形も豊富
ハガキをはじめ、ビジネス文書、
チラシなどさまざまなひな形が
用意され、手早くそれらの文書
を作成できます。特にハガキ
の作成は、プライベートでWord
を利用するユーザーにも活用
度の高い機能です。

ファイルに対する操作は
専用のビューで
［ファイル］タブをクリックすると表示され
る「Microsoft Office Backstage ビュー」
には、保存や印刷、共有といったファイ
ルに対する操作がまとめられています。

HINT

リボンユーザーインターフェイス

ハガキをはじめ、さまざまなひな形が利用できます。

Office 2013を利用するには、下表の環境が必要です。

Officeの動作環境NEW

OS Windows 7以降、Windows Sever 2008 R2以降

本体 1GHz以上のプロセッサ搭載マシン

メモリ 32ビットでは1GB、64ビットでは2GB

ハード ディスク インストールには3GBの空き領域が必要

ディスプレイ XGA（1,024×576）以上の解像度

ブラウザ Microsoft Internet Explorer 8以降、Mozilla Firefox 10.x 以降、Apple Safari 5、Google Chrome 17.x
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［Word 2013］を
クリックする
［Word 2013］のタイルをクリッ
クします❷。なお、［スタート］
画面に［Word 2013］のタイル
がない場合は、次ページの方
法でクリックします。

2

C
hap 1

［スタート］画面を
スライドする
さっそくWordを起動してみまし
ょう。Word 2013のタイルを表
示するため、［スタート］画面を
右にスライドします❶。なお、［ス
タート］画面が表示されていな
いときは、キーボードの
（Windowsロゴ）キーを押し
て表示できます。

1

Wordを起動・終了してみよう

起動と終了02Section 
重要度

Wordを起動・終了する方法をマスターしましょう。方法はいくつかありますが、ここではもっとも一般的な方法を
メインに紹介します。 

Chapter 1

本書では新OSを利用
本書では、新しいOS「Windows 8.1 
Update」を利用した場合のWord 2013
の利用方法を紹介しています。別バージ
ョンのOSを利用している場合は、旧来
と同じ方法で起動できます。

NEW

初回起動時の手続き
次ページからの手順3～7は、初回起動
時に必要な操作です。こうした設定は一
度終えれば画面は表示されなくなります。

HINT

❷ ここをクリックします。

❶ ［スタート］画面を右にスライドします。
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Sec 02

ライセンス認証の
方法を選択する
ライセンス認証は、Officeを使
用するのに必要な手続きです。
希望の認証方法をクリックし
❸、表示される指示に従い認
証を行いましょう❹。Office 
2013ではアカウントにサインイ
ン（P14参照）しての認証も可
能になりましたが、サインイン
をしなくても認証は可能です。

3

初回に行う設定をする
インターネットを介して配布さ
れる更新プログラムのインスト
ール方法などの設定を促す画
面が表示されたら、設定を選
択します❺。特に問題がなけ
れば［推奨設定を使用する］を
選択しておくと良いでしょう。
［同意する］ボタンをクリックし
ます❻。

4

❹ 指示に従いライセンス認証を行います。

［スタート］画面には、必ずしもすべてのアプリケーションが表示されるわけではありません。［Word 2013］が表示されていないときは、［ス
タート］画面のタイルの右下にポインターを移動すると表示される↓をクリックします❶。するとインストールされているアプリケーションが
名前順に一覧表示されます。［Microsoft Office 2013］の［Word 2013］をクリックしましょう❷。

［スタート］画面に［Word 2013］がない場合HINT

❶ここクリックして、 ❷ここをクリックします。

❸ いずれかをクリックし、

❺ 設定方法を選択し、 ❻ ここをクリックします。
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ツアーを視聴する
初回起動時は、図のようなツ
アーが表示されます。画面に
表示される内容を読み、［次へ］
ボタンをクリックして先へ進め
ましょう❼。サインイン機能の
説明画面では、［サインイン］ボ
タンをクリックしてサインイン
することも可能です❽。この時
点でのサインインが不要な場
合は、［いいえ、後にします］を
クリックして先へ進めましょう
❾。ツアーが終了し、［準備が
整いました］と表示されたら［完
了］ボタンをクリックします10。

5

テンプレートを選択する
テンプレートの選択画面が表
示されるので、使用したいテン
プレートをクリックします。白
紙の新規文書の状態で起動す
るには、［白紙の文書］をクリッ
クしましょう11。

6

10 ここをクリックします。

❽ ここをクリックするとサインインできます。

❾ サインイン不要な場合はこちらを
クリックして先へ進めます。

11 ここをクリックします。

❼ ここをクリックしてツアーを進めます。
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作成した文書を保存せずにWordを終了すると、文
書は失われてしまいます。保存せずに終了の操作
を行うと、保存を促す図のメッセージが表示される
ので、［保存］ボタンをクリックして保存を行いま
しょう❶。詳しい保存方法はSection 06を参照し
てください。

終了前は保存を忘れずにHINT

Wordが起動した
Wordが起動し、新規文書の作
成画面が開きます12。

7

Wordを終了する
続いてWordの終了方法を見て
みましょう。［ファイル］タブを
クリックし13、［閉じる］をクリ
ックすれば終了できます14。

8 13 ［ファイル］タブをクリックします。

12 Wordが起動しました。

［閉じる］ボタンでも
終了できる
ウィンドウ右上にある［閉じる］ボタン
をクリックしても、Wordを終了すること
ができます。

HINT

❶ここをクリックします。

14 ここをクリックします。
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Wordの画面を構成する
各部の名称と役割を覚えよう

画面の構成03Section 
重要度

Word 2013の画面を構成する各部の名称と、その役割を見ていきましょう。特にポイントとなるのは、Office独
特の「リボンユーザーインターフェイス」です。

Chapter 1

1 クイックアクセスツール
バー・タイトルバー
「クイックアクセスツールバー」
は、利用頻度の高いボタンを
まとめたツールバーです❶。「タ
イトルバー」には、文書の名称
が表示されます❷。

2 リボン・タブ・グループ
一般的なアプリケーションにお
けるメニューの代わりとなるの
が「リボン」です❸。リボンに
は使用目的に沿って構成され
た「タブ」が用意されています
❹。それぞれのタブの中は、
いくつかの「グループ」に分類
されています❺。

C
hap 1

ファイル操作用のタブも用意
［ファイル］タブには、保存や印刷、共
有などファイル操作に関する機能が集め
られています。

POINT

❶ クイックアクセスツールバー ❷ タイトルバー

❸リボン ❹タブ

❺グループ
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3 ステータスバー・
スクロールバー
画面下の「ステータスバー」に
は、カーソルのあるページや行
数などの情報が表示されるほ
か❻、表示方法を変更するた
めのボタン❼、表示倍率を変
更する［ズーム］があります❽。
また、スクロールバーでは、表
示範囲を移動できます❾～11。
スクロールバーが非表示の時
は、画面の右側にポインター
を寄せると表示されます。

4 カーソル・ポインター
画面の白い部分は、文字を入
力、画像を挿入などして文書
を作成するスペースです12。
点滅する黒い棒は「カーソル」
といい、カーソルのある位置に
文字が入力されます13。マウ
スの動きに合わせて移動する
「ポインター」は、タブやボタ
ンのクリック、文字の選択など
に利用します。なお、ポインタ
ーの形は操作の状況によって
変化します14。

文字列を選択すると❶、半透明の「ミニツ
ールバー」が表示されます❷。すばやく書
式を設定するのに役立つ機能です。また、
タブの中にも選択している対象（文字や画
像など）によって、その時だけ表示される
ものがあります。このように必要なものだ
けを表示することで、より効率的な作業が
可能となるよう工夫されているのです。

必要に応じて表示される
ツールがある

HINT

画
面
の
構
成

Sec 03

❶文字を選択すると、 ❷ミニツールバーが表示されます。

❾クリックで1行分上を表示

10ドラッグで表示範囲を移動

11クリックで1行分下を表示

❽ズーム

❼表示方法を変更するボタン

❻情報を表示

12ここで文書を作成

13カーソル

14ポインター
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もっとも基本となる操作方法を覚えよう

基本の操作04Section 
重要度

ここではまず、Wordに備わっているさまざまな機能を利用するにあたり、繰り返し使用することになる基本的な
操作方法を紹介します。「リボンユーザーインターフェイス」の使い方は特にしっかり覚えておきましょう。

Chapter 1

リボンの使い方

1 タブをクリックする
ここでは例として、リボンを使
って余白を設定してみます。ま
ずは［ページレイアウト］タブ
をクリックします❶。するとそ
のタブに属するグループが表
示されます❷。

2 ［余白］をクリックして
余白を選択する
［ページ設定］グループにある
［余白］をクリックし❸、希望の
余白を選択します❹。このよう
に、目当ての操作のボタンのク
リックや選択などを行って操作
します。

C
hap 1

❶ここをクリックすると、

❷そのタブに属するグループが
表示されます。

❸ここをクリックして、

❹余白を選択します。
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Microsoft Office Backstageビューの使い方

1 タブをクリックする
Microsoft Office Backstageビ
ューを表示するには、［ファイ
ル］タブクリックします❶。

2 機能をクリックする
Microsoft Office Backstageビ
ューが表示されました。画面左
側の一覧から機能をクリックし
て実行できます❷。機能によ
っては右に更なる選択肢やボ
タンが表示され、クリックする
などして利用できます❸。

リボンの表示方法を変更するには、画面右上にある［リボンの表
示オプション］ボタン をクリックし、方法を選択します。全体を
非表示にする方法、タブのみ表示する方法、すべてを常に表示す
る（初期設定）の3種類から選択でき、非表示にした場合の再表示
方法も選択肢に記されているのでチェックしておきましょう。

リボンの表示・非表示を切り替えるHINT
❶ここをクリックして、

❷表示方法を選択します。

Sec 04

基
本
の
操
作

❶ここをクリックします。

文書作成画面に戻るには
右図の状態から文書作成用の画面に戻る
には、画面左の一覧で または［閉じる］
をクリックします。

POINT

❷機能をクリックすると、 ❸操作に必要なボタン
などが表示されます。
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ダイアログボックス起動ツールの使い方

1 ダイアログボックス
起動ツールをクリック
より詳細な設定が可能なダイ
アログボックスがあるグループ
には、ダイアログボックス起動
ツールが表示されています。ク
リックしてみましょう❶。

クイックアクセスツールバーの使い方

1 ボタンをクリックする
クイックアクセスツールバー
は、利用頻度の特に高いボタ
ンをすばやく利用するのに便
利な機能です。利用したい機
能のボタン、図の例では［上書
き保存］ボタン をクリックし
ます❶。

2 ダイアログボックスが
表示された！
そのグループに関連する項目
の詳細設定が可能なダイアロ
グボックスやウィンドウが表示
されます❷。

C
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❶ここをクリックします。

❷ダイアログボックスが
表示されました。

❶ここをクリックします。
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キーボードだけを使ってすばやく操作が可能な
ショートカットは大変便利ですが、機能の多い
Wordでは、どのキーを押せばどのショートカッ
トが使えるかを覚えておくのは大変です。Word 
2013では、ショートカットのキーを覚えていなく
ても利用できるよう工夫が凝らされています。ま
ず キーを押します❶。するとそのとき操作
可能なもの（例の場合はクイックアクセスツー
ルバーの各ボタン、各タブ）にアルファベットや
ボタンが表示されるので❷、利用したいものの
アルファベット（ここでは［挿入］タブを使うた
め ）のキーを押します❸。すると［挿入］タブ
が開き、タブ内の各機能にアルファベットが表
示されます。利用したい機能のアルファベット
キー（ここでは［画像］を使うため キー）を押
します❹。するとその機能を実行できます。例の
場合は図を挿入するためのダイアログボックス
が開きました❺。

ショートカットは
覚えておかなくてもOK

HINT ❶ キーを押して、 ❷アルファベットが表示されたら、

❸ キーを押します。

❹ キーを押します。

❺機能が実行されました。

2 操作が実行された！
［上書き保存］の操作が実行さ
れ、保存用の画面が表示され
ました❷。

よく使う機能を追加できる
クイックアクセスツールバーには、ボタ
ンを追加することもできます。よく利用
する機能のボタンを追加し、自分なりに
使いやすい環境を整えることができるの
です。

HINT

Sec 04

基
本
の
操
作

❷操作が実行されました。
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新しい文書を作成してみよう

新規文書の作成05Section 
重要度

新しい文書の作成方法と、文字などの入力前に済ませておきたいページ設定の方法を紹介します。ページ設定は
あとから変更もできるので、しっかり決まっていない場合は、とりあえずの数値で設定しておいて問題ありません。

Chapter 1

1 ［ファイル］タブを
クリックする
新しい文書を作成するには、［フ
ァイル］タブをクリックします
❶。

2 ［新規］をクリックする
表示されるBackstageビューで
［新規］をクリックして❷、［白紙
の文書］をクリックします❸。
なおここでテンプレートを選び
利用することも可能です
（Section 81参照）。

ページ設定は変更可能
ページ設定はここで紹介する方法でいつ
でも変更可能ですが、用紙サイズなどに
より1ページに収まる量は変わってきま
す。作成前に正しく設定しておくと、出
来上がった文書が用紙に収まらないなど
のトラブルが避けられます。

HINT

C
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❶ここをクリックします。

❷ここをクリックして、

❸ここをクリックします。
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［ページ設定］グループのダイアログボックス起動ツールをクリッ
クすると❶、より細かな設定がまとめてできる［ページ設定］ダイ
アログボックスが開きます❷。余白や用紙サイズの細かなサイズ
指定が可能なだけでなく、1ページ内の文字数や行数などの指定
もまとめて行うことができます。

ページ設定をより詳細に行うにはHINT ❶ここをクリックすると、

❷［ページ設定］ダイアログボックスが開きます。

3 用紙サイズを
選択する
新規文書が作成されました❹。
続いてページ設定を行うため、
［ページレイアウト］タブをクリ
ックします❺。［サイズ］をクリ
ックして❻、用紙のサイズ（こ
こでは［A4］）を選択します❼。

4 余白を設定する
［余白］をクリックして❽、利用
したい余白（ここでは［やや狭
い］）を選択します❾。なお、
より細かに指定したい場合は、
［ユーザー設定の余白］を選択
して設定可能です。

オリジナルのサイズを
指定するには
図で表示されている一覧にないサイズの
用紙を利用する場合は、選択肢の一番下
にある［その他の用紙サイズ］を選択し
て設定できます。

HINT

Sec 05

新
規
文
書
の
作
成

❹白紙の文書が開きました。

❺ここをクリックします。

❻ここをクリックして、

❼ここを選択します。

❽ここをクリックして、

❾ここを選択します。
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文書を保存してみよう

ファイルの保存06Section 
重要度

作成した文書は、わかりやすい名前を付けて保存しましょう。ここではその方法を紹介していきます。保存したフ
ァイルは、何度でも開いて編集することができます。

Chapter 1

1 名前を付けて
保存する
作り終えてからだけでなく、作
業途中の文書はこまめに保存
しておきましょう。新しく作成
した文書を保存するには、クイ
ックアクセスツールバーの［上
書き保存］ボタン をクリック
します❶。

2 保存場所を指定する
［名前を付けて保存］画面が表
示されるので、保存先を指定
しましょう。Word 2013では、
利用頻度の高いフォルダーが
あらかじめ表示されるので、［コ
ンピューター］❷→［ドキュメ
ント］（もしくは［マイドキュメ
ント］）の要領でクリックするだ
けで保存フォルダーとして設
定できます❸。なお、ここに表
示されていないフォルダーに保
存したいときは、［参照］をクリ
ックして手順3の画面を開き、
フォルダーを選択しましょう。

C
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❶ここをクリックします。

❷保存場所をクリックして、 ❸保存フォルダーをクリックします。
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3 ファイル名と種類を
指定する
保存フォルダーが選ばれたこ
とを確認します❹。［ファイル
名］を入力し❺、［ファイルの種
類］を選択します❻。あらかじ
め選択されている［Word文書］
は、Word 2007～2013のファ
イル形式です。それ以前のバ
ージョンのファイル形式なども
選択可能です。［保存］ボタン
をクリックします❼。

文書名が変わって
保存された！
文書の保存が完了し、タイト
ルバーに指定したファイル名
が表示されます❽。

4

Sec 06

フ
ァ
イ
ル
の
保
存❺ ファイル名を入力し、

❻ファイル形式を選択して、

❼ここをクリックします。

❽保存ができ、ファイル名が変わりました。

旧バージョンのファイル形式
で保存した場合
［Word文書］以外でファイルを保存した
場合、ファイルの種類によっては利用で
きない機能や書式があります。対応不可
能な書式は別のものに置き換えられるな
どすることを覚えておきましょう。

HINT

保存済みのファイルに修正を加えた場合、
手順1の要領で［上書き保存］ボタンをクリ
ックすると、元のファイルに上書きされた
状態で保存されます。修正前のファイルを
残したまま別のファイルとして新たに保存
するには、［ファイル］タブをクリックし
❶、［名前を付けて保存］をクリックしまし
ょう❷。手順2の画面が表示され、新ファイ
ルとして保存できます。

ファイルの別名保存は
Backstageビューから

HINT ❶［ファイル］タブをクリックして、

❷ここをクリックします。

❹ フォルダーを確認します。
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W
ord

の
基
本

ファイルを開いてみよう

ファイルを開く07Section 
重要度

保存してあるファイルは、何度でも開いて編集することができます。ファイルを開く方法はいくつかあるので、状況
に応じて便利な方法を利用しましょう。

Chapter 1

1 ［開く］をクリックする
すでにWordが起動している状
態から、別のWordファイルを
開いてみましょう。［ファイル］
タブをクリックしてBackstage
ビューを表示し❶、［開く］をク
リックします❷。ファイルの保
存してある場所をクリックし
❸、［参照］をクリックします❹。

2 保存場所とファイルを
選択する
［ファイルを開く］画面が開いた
ら、文書の保存してあるフォル
ダー（ここでは［ドキュメント］）
を選択します❺。開きたいファ
イル（ここでは［花見の案内状］）
をクリックしたら❻、［開く］ボ
タンをクリックしましょう❼。

最近使用したファイルなら
手順1の画面で［最近使った文書］をク
リックし、表示されるファイルをクリック
して開くこともできます。

HINT

C
hap 1

❶［ファイル］タブをクリックして、

❷ここをクリックします。

❹ここをクリックします。

最近使用したフォルダーの場合
［最近使用したフォルダー］にあるフォル
ダー名をクリックすると、そのフォルダー
が選択された状態で手順2の画面が開
きます。素早いファイル選択が可能とな
りました。

NEW

❺ここをクリックして、

❼ここをクリックします。

❸保存場所をクリックして、

❻ファイルをクリックしたら、
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Wordが起動していない場合
Wordが起動していない場合、開きたい
Wordファイルが保存されているフォル
ダーを開き、ファイルをダブルクリックし
ます。するとWordが起動し、ファイル
が開きます。

HINT

3 ファイルが開いた！
保存されていた文書が開き、
内容が画面に表示されます❽。

「保護ビュー」は、ほとんどの編集機能が無効の読み取り
専用の状態でファイルを開くことで、コンピューターに害
をもたらすウイルスなどにより発生するリスクを抑えなが
ら内容を見ることができる機能です。ネット上からダウン
ロードしたファイルやメールの添付ファイルなど、安全性
に不安のあるファイルの中を確認する際に利用しましょ
う。保護ビューでファイルを開くには、左ページ手順2の状
態で［開く］ボタン横の▼をクリックし❶、［保護ビューで
開く］を選択します❷。
またこのように自ら選択した場合以外に、安全でない可能
性があるとWordが判断したファイルが自動的に「保護ビ
ュー」で開かれることもあります。内容に問題がなく、ファ
イルの編集を行う場合は、画面上部のメッセージバー❸、
またはBackstageビューの［情報］にある［編集を有効に
する］ボタン❹～❻をクリックして保護ビューを終了でき
ます。

❶ここをクリックして、

❷ここを選択します。

❸ここをクリックします。

❹［ファイル］タブをクリックして、 ❺ここを選択し、

❻ここをクリックします。

Sec 07

フ
ァ
イ
ル
を
開
く

❽文書が開きました。

安全性が不確かなファイルは
「保護ビュー」で開く

POINT



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。



「
ビ
ジ
ネ
ス
ア
プ
リ
」

2017

3.21

1 2
劇 的 にプレゼンが 変 わ る!
目からウロコのテクニックが満載
ちょっとしたPowerPointのテクニックで、いつものプレゼ
ンが劇的に変わります。たとえばスライドがゴチャゴチャし
ている場合、「4分割は魔法のレイアウト! 4つに区切れば
必ずスッキリする」のように、本書は“今日から使える”75
個ものテクニックを紹介。スライドデザイン／文字／色使
い／表／グラフ／図解／写真・イラスト／動き／プレゼン
本番のカテゴリで、それぞれ使えるテクニック・押さえてお
くべきポイントを解説します。

魅せるPowerPoint
テクニック

マイナビ出版
野々山美紀（著者）
240 ページ
価格：2,138 円（PDF）

プレゼン
テーション

企画立案やスライド作成など、
ブレゼンを行う前に検討すべきポイントを解説

Excelの機能をフル活用して効率
化＆高速化！
請求書を発行したり、売上管理を行ったりと、仕事のさま
ざまなシーンで使うエクセルは、煩雑で時間がかかる作業
が多いもの。でもエクセルには、そうした面倒な作業を効
率化する機能がたくさん用意されているのです。本書は「複
数シートを別々に作業するのが大変」「表の体裁をすばや
く整えてスッキリ見せる」「ピボットテーブルでパパッと集計
する」などのシーンに分けて、身につければ作業時間を減ら
せる時短テクを解説します。

テキパキこなす！ 
ゼッタイ定時に帰る 
エクセルの時短テク121 
インプレス
尾崎裕子・タトラエディット（著者）
128 ページ
価格：972 円（PDF）

表計算・
ワープロソフト

すぐに試したい
時短テクニック

を

数多く用意。面
倒な作業を

効率化しよう

とっつきやすいイラストで、読み手の理解をサポート!

スライド作りの
カギは、

レイアウト、カ
ラーリング、

図解作成



資料の見栄えがアップ ! 
幅広く役立つWord 解説書
表計算・
ワープロソフト

Excelデータ分析の手法を
わかりやすく解説 !

表計算・
ワープロソフト

広告のプロが明かす
プレゼンが“通る”理由
プレゼン
テーション

Access 2016を初歩から
幅広く理解できる1冊 !

初心者にもわかりやすく
Access VBAを網羅的に説明

Access・
FileMaker
ほか

複雑な計算はExcel 任せ !
実務に統計の手法を活かす
表計算・
ワープロソフト

速効 !ポケットマニュアル
 Word 基本ワザ＆仕事ワザ
2016＆2013＆2010＆2007

Word を使い、いかにして相手に伝わる文書にす
るか、魅せるデザインに仕上げるか……。それに
はセンスが必要に思われるかもしれませんが、実
はちょっとしたコツで見栄えのいい資料が作成で
きるようになります。 

マイナビ出版
速効 !ポケットマニュアル編集部（著者）

192ページ　価格：842 円（PDF）

Excel2013/2010 限定版
データを「見える化」する
Excelデータ分析大事典

社内で埋もれている大量のデータは、可能性を秘
めています。何らかの法則を引き出せれば、厳し
い競争から抜け出すチャンスになります。本書は
主にピボットテーブルとグラフを駆使して、新たな
分析手法を実行します。

シーアンドアール研究所
寺田裕司（著者）

312ページ　価格：2,722 円（PDF）

プロフェッショナルプレゼン。
相手の納得をつくる

プレゼンテーションの戦い方。
博報堂の名クリエイティブディレクターが、35 年
のキャリアで培ったプレゼンの方法を公開。「フ
レーズ主義」の企画書、「シンボリックデータ」
の使い方など、納得をつくり出すプレゼンのやり
方を書き下ろしました。

インプレス
小沢正光（著者）

208 ページ　価格：1,337 円（EPUB）

速効 !図解 
Access 2016 総合版
Windows 10/8.1/7 対応

Access は概念が難しいソフトです。本書は用語
の意味から解説し、データベースの基本が理解で
きます。テーブルの設計・作成をはじめ、クエリ、
フォーム、レポート、マクロの作成・応用まで順
を追って説明しています。

マイナビ出版
国本温子（著者）

496 ページ　価格：2,138 円（PDF）

Access VBA 逆引きハンドブック

Access VBA の機能を目的から探せる「逆引き」
構成になっている一冊です。各機能は豊富なプロ
グラミング例を使い、初心者にもわかりやすく、
かつ網羅的に解説しました。Access VBA の基
礎についても説明しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

873 ページ　価格：3,694 円（PDF）

できるやさしく学ぶExcel 統計入門
難しいことはパソコンにまかせて仕事
で役立つデータ分析ができる本

統計は「難しそう」と敬遠されがちですが、複雑
な計算はパソコンが行ってくれます。そこで本書
は、問題解決のために何をすべきか、どういう手
法で統計の結果を求めるかを豊富な図解とイラス
トで丁寧に解説します。

インプレス
できるシリーズ編集部（編集）、羽山博（著者）

240 ページ　価格：1,620 円（PDF）
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