
1 

 

第３９回全国障害者技能競技大会 

＜１０９＞ワード・プロセッサ 競技課題 B 

 

１ 和文競技 「あいち名城観光ツアー」の作成（制限時間８０分） 

 

以下の設問に従い、別紙の文書を作成し、提出しなさい。 

 数値はすべて半角で入力し、設問以外の設定内容については、作成例（別紙）を参照し、最も適

当なものを選択する。 

 フォントに指示がないものについては、作成例に近い仕上がりイメージの任意のフォントを選

択すること。 

 問題の指示がない箇所においては、改行位置や文字幅など、作成例との細かい差異は問わない。 

 競技終了後に、作品を所定の用紙にプリントアウトする。 

 

◆文書の設定 

 

【設問１】新規文書を作成し、ファイルを保存する。 

■保存場所はデスクトップの「ワード・プロセッサ」フォルダとする。 

■ファイル名は「選手番号 あいち名城観光ツアー」とする。 

※選手番号とファイル名の間には全角 1 文字分のスペースを入れる。 

 

【設問２】用紙の設定をする。 

■印刷面の余白は上下 30mm 左右 25mm 程度にする。 

■ページ設定で、文字数は「45 文字」を指定する。 

■ヘッダーの右側（上から 10mm の位置）に「選手番号 競技者氏名」を入力する。 

※選手番号と競技者氏名の間には、全角 1 文字分のスペースを入れる。 

■フッターの中央（下から 15mm の位置）に「ページ番号」を設定する。 

 

◆1 ページ目の設定 

 

【設問３】タイトル「東海名城めぐり」をワードアートで作成する。ワードアートのスタイルは、作成例

を参考に、以下の設定を行う。 

■フォント：創英角ゴシック体系、36 ポイント 

■色：グレー系、輪郭 白系 

■光彩の効果：緑系 

 

【設問４】タイトル左側にお城名を入力し、以下の設定を行う。 

■「名古屋城」「犬山城」 

フォント：行書体系、14 ポイント、黒系、輪郭 オレンジ系、均等割り付け 

■「岐阜城」「岡崎城」「駿府城」 

フォント：行書体系、12 ポイント、黒系、中央揃え（縦方向） 
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【設問５】「東海地方の名城を ～ ご堪能ください。」を入力する。 

 

【設問６】「日程 ～ 旅行代金」を入力し、以下の設定を行う。 

■箇条書きを設定する。 

■「日程」のみ、4 字分に均等割り付け 

■作成例を参考に、インデントを使用して、位置を調整する。 

 

【設問７】ページの右上に「ワード・プロセッサ￥和文素材」フォルダの中から「shiro.jpg」「food.png 」

を挿入し、作成例を参考に、位置とサイズを調整する。 

 

【設問８】「1 泊 2 日」を図形で作成し、作成例を参考に、位置とサイズを調整する。 

 

【設問９】「旅行日程」を図形で作成し、作成例を参考に、位置とサイズを調整する。 

 

【設問１０】表を作成し、「日」～「ご用意します。」までのデータを入力する。表の編集は、作成例を参

考に、以下の設定を行う。 

■1 列目 縦書き 

■1 行目 塗りつぶし：黒系、フォント：太字、フォントの色：白系 

■2 行目と 4 行目（行程部分） 

フォント：ゴシック体系 

画像：「ワード・プロセッサ￥和文素材」フォルダの中から「shinkansen.jpg」

「train.jpg」「bus.jpg」を使用する。 

■3 行目と 5 行目（食事、ホテル部分） 

3 行目の「昼食は～ご提供いたします。」「名古屋城から～ご用意します。」と、5 行目

の「朝食は～ご用意します。」のみ 

フォント： 9 ポイント 

段落：行間 固定値 10 ポイント 

■3 行目の画像は「ワード・プロセッサ￥和文素材」フォルダの中から「hotel.jpg」を

使用する。 

 

【設問１１】「アイコン説明」～「貸切バス利用」を入力し、以下の設定を行う。 

■フォント：ゴシック体系、8 ポイント 

■段落：右揃え 

■画像：【設問１０】と同じ画像を使用し、作成例を参考に、位置とサイズを調整する。 

 

【設問１２】「日本 100 名城を・・」「天然温泉のある・・」を、図形・テキストボックスなどを使用して

作成する。配置、フォント、色、段落は、作成例を参考に、同じイメージになるよう設定する

こと。 

 



3 

 

◆2 ページ目の設定 

 

【設問１３】「日本の城を知ろう」をワードアートで作成し、作成例を参考に、以下の設定を行う。 

■フォント：明朝体系、28 ポイント、黒系、輪郭 白系、影付き 

■「城」のみ、サイズを大きくし、囲い文字を設定する。 

 

【設問１４】図形（星と四角形）を作成し、作成例を参考に、位置とサイズを調整する。 

 

【設問１５】「古くは飛鳥時代から～作られるようになりました。」を、作成例を参考に図形で作成する。 

■フォント：ゴシック体系、白系 

■段落：最初の行 字下げ 1 字、行間 固定値 16 ポイント 

■塗りつぶし：大理石（茶） 

 

【設問１６】「大陸の脅威に備えた古代山城」～「城の常識を覆した織田信長」の領域は、「ワード・プロ

セッサ￥和文素材」フォルダから文書名「shiro_rekishi.txt」を読み込み、3 段組みを設定す

る。見出しと本文に、作成例を参考に、以下の設定を行う。 

■見出し：段落罫線（上・下）薄い緑系、網掛け 濃い緑系 

■見出しの 1 行目 

フォント：ゴシック体系、10 ポイント、太字、白系、前後に任意の記号を挿入 

■見出しの 2 行目 

フォント：Meiryo UI、14 ポイント、塗りつぶし 橙色系グラデーション 

■本文の段落前：0.5 行に設定 

■本文：フォント 10 ポイント、段落 行間固定値 12 ポイント 

 

【設問１７】ページの一番下に、図形と画像を挿入して、作成例を参考に、以下の設定を行う。 

■画像は「ワード・プロセッサ￥和文素材」フォルダの中から「yamashiro.png」

「flag.jpg」「tensyu.png」「Sengoku period.png」を使用する。 

■図形は「線矢印」を使用する。 

幅：10 ポイント 

始点矢印の種類：円形矢印 

終点矢印の種類：鋭い矢印 

■色：すべてグレー系で統一 

■すべてをグループ化する 
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◆３ページ目の設定 

 

【設問１８】設問１５同様、見出し「城めぐりが楽しくなる！お城マメ知識」「ピックアップ！名古屋城」

の２つを、作成例を参考に図形で作成する。 

 

【設問１９】表を作成し、「現存 12 天守」～「建てられた天守。」までのデータを入力する。作成例を参

考に、以下の設定を行う。 

■罫線：線種 3 種類、色 2 種類（緑系と紺系） 

■1 列目 フォント：ゴシック体系、縦書き 

■2、3、5 行目 フォント：ゴシック体系 塗りつぶし：緑系  

■5 行目の下の行 フォント：8 ポイント、文字の拡大 150% 

 

【設問２０】「1609 年、徳川家康は」～「完成予定です。」までを入力し、以下の設定を行う。 

■段落：行間 固定値 16 ポイント 

■「天下普請」にルビ［てんかぶしん］を設定 

■「（現在は大阪
．
城と表記）」の「阪」部分に傍点を設定 

 

【設問２１】「ワード・プロセッサ￥和文素材」フォルダの中から「Nagoya Castle.jpg」を挿入し、作

成例を参考に、位置とサイズの調整を行う。 

 

【設問２２】表を作成し、「1609」～「完成予定」までを入力する。作成例を参考に、以下の設定を行う。 

■罫線：線種 2 種類、 

■フォント：縦書き、ゴシック体系、9 ポイント 

 

【設問２３】「案内図」を図形で挿入する。作成例を参考に、以下の設定を行う。 

■フォント：ゴシック体系、6ポイント 

■城壁  色：グレー系 線種：二重線 

■御深井丸エリア  図形：枠なし 色：緑系 

■西の丸エリア  図形：枠なし 色：ゴールド系 

■二の丸エリア  図形：枠なし 色：オレンジ系  

■本丸エリア  図形：塗りつぶしなし 色：赤 

        画像「tensyu.png」を挿入 色：グレー系 

■愛知県体育館  図形・フォントの色：グレー系 

■濠  図形：楕円形 色：青系 ぼかしを利用 

■樹木  図形：楕円形 色：緑系 ぼかしを利用 

 

以上の設問に提示されていない事柄については、作成例（別紙）を参考にし、同じイメージになるように

作成し、完成とする。 
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第３９回全国障害者技能競技大会 

＜１０９＞ワード・プロセッサ 競技課題 B 

 

２ 英文競技（「Aichi」Wordファイル、PDFファイルの作成）（制限時間６０分） 

 

以下の指示に従い、別紙の文書を作成し、提出しなさい。 

 以下の番号は、完成した文書の各セクションの○付番号と対応している。 

 指示以外の設定内容については、作成例（別紙）を参照し、最も適当なものを選択する。 

 競技終了後に、作品を所定の用紙にプリントアウトする。 

 

文書の設定 

1. 新規文書を作成し、「ワード・プロセッサ」フォルダに「選手番号 Aichi」という名前で保存する。 

※選手番号とファイル名の間には半角 1文字分のスペースを入れること。 

2. 用紙サイズ：A4、マージン（上 3.0cm、下左右 2.0cm）、とじしろ 0に設定する。 

3. フッターに、作成例の通り、競技者氏名（ローマ字）と選手番号、ページ番号、作成日を入力し、

下からのフッター位置 10mmに設定する。 

■ページ番号 強調線 2 

4. ページ罫線を引く。色：青、線の太さ：1.5pt 

 

1ページ目の設定 

5. 見出しを以下の通り設定する。 

■フォント：Gill Sans MT 

「AICHI」部分 サイズ：28、色：灰色 

「SKY EXPO」部分 サイズ：48、色：白、太字 

■背景の色：青 

6. ワードアート「August 30th,2019 GRAND OPENING」を挿入する。 

■フォント：Arial、サイズ：11 

■スタイル：変形する 

※作成例の通り、ワードアートの影（茶色）を設定すること。 

7. スタイル「heading」を作成し、以下の通り設定する。 

※作成例を参考に、すべてのページの該当箇所に作成したスタイルを適用すること。 

■フォント：Tempus Sans ITC、サイズ：12、色：白、背景の色：濃い青 

8. 図形（線）を挿入し、作成例の通り、設定する。 

9. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「logo.jpg」を挿入する。 

※作成例の通り、サイズを調整して配置すること。 



2 

10. テキストボックスを挿入し、以下の通り設定する。 

■フォント：Gill Sans MT、サイズ：9、 

■段落：箇条書き 

11. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「concept.txt」を読み込み、作成例の通りドロ

ップキャップを設定する。 

12. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「view.jpg」を挿入する。 

※作成例の通り、図のスタイルを設定し、配置すること。 

13. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「map.png」を挿入し、引出し線を入れ、文字

を挿入する。 

■フォント：Arial   ※フォントサイズや色は作成例を参考にすること。 

14. 図表番号を挿入し、ラベル名は「Figure」とし、作成例の通り設定する。また、以下の書式をス

タイル「figure」として登録し、別の図表番号にも、スタイル「figure」を適用する。 

■サイズ：8、太字、斜体、囲み線 

 

2ページ目の設定 

15. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「hub&access.txt」を読み込む。 

16. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「graph.xlsx」に作成されているグラフを挿入す

る。グラフは「図」として貼り付ける。 

※作成例の通り図表番号を設定すること。 

17. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「industry.jpg」を挿入する。 

※作成例の通り、図のスタイルを設定し、配置すること。 

18. 見出しを以下の通り設定する。 

■フォント：Arial、太字、下線、文字の効果と体裁：光彩（白） 

■段落：行間 1.5行 

19. タブとリーダー線を設定する。 

■フォント：Arial、サイズ：9 

■段落：左インデント、左揃えタブ、リーダー線、行間は、作成例を参考に設定すること。 

20. 図形（矢印：右）を背面に挿入する。 

■色：オレンジのグラデーション 

21. SmartArt「縦方向画像リスト」を挿入する。 

■フォント：Calibri 
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■挿入画像：「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「Shinkansen.jpg」「Meitetsu.jpg」 

      「airplane.jpg」 

※サイズや行間はページ内に収まるように調整し、作成例を参考に色やスタイルを設定すること。 

22. 「Asian Games」に、脚注「Asian international sports competition organized by the Asian 

Olympic Council (OCA).」を挿入する。 

■脚注のフォント：Arial サイズ：8 

 

3ページ目の設定 

23. 作成例の通り図形を挿入する。 

■フォント：Meiryo UI、太字  ※サイズは調整すること。 

24. 以下の通り設定する。 

■フォント：Arial Black、太字、文字の拡大／縮小：150% 

※文字の効果と体裁については作成例を参考に設定すること。 

■段落罫線の太さ：3pt、色：茶色 

■背景画像：「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「geography.jpg」※適当な大きさに

トリミングすること。 

※「History and Development」部分に関しても同様の設定を行い、背景画像は「history.jpg」を 

 使用すること。 

25. 表を挿入する。 

■フォント：Gill Sans MT、サイズ：8  

※行間、行の高さ、列の幅、罫線、塗りつぶし、図表番号などは作成例を参考に設定すること。 

26. 「ワード・プロセッサ￥英文素材」フォルダ内の「shrine.png」を挿入する。 

※作成例の通り、図のスタイルを設定し、配置すること。 

 

文書全体の調整 

27. 以上の設問に提示されていない事柄については、作成例と同様になるように編集する。編集後は、

上書き保存する。 

28. 完成した文書を PDF形式で保存する。 

■ファイル名：「選手番号 Aichi」 
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