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第３９回全国障害者技能競技大会 

＜１２１＞ パソコンデータ入力 競技課題Ｂ 

 

 

【すべての競技課題で共通のルール（必ず守ること）】 

① 競技委員の説明が終わるまで、マウスやキーボードにさわらないでください。 

② 競技委員の説明がわからなかったときは、声を出さずに手をあげてください。 

③ 競技中にパソコンが動かなくなったときや、頭やお腹が痛くなったり、 

気持ちが悪くなったりしたときには、声を出さずに手をあげてください。 

④ 競技中は、おしゃべりをしたり、立ち歩いたりしないでください。 

⑤ 競技委員が「競技始め」と言ったら、競技を始めてください。 

⑥ 競技で使うアンケートカードや書類は、よごしたり、おりまげたりせず、ていねいに 

取りあつかってください。 

※①～⑥のルールをまもらなかったときには、競技会場の外に出てもらいます。 

 

【競技課題】 

全部で３つの課題があります。 

課題の順番は、 

 ◆課題１ アンケート入力 

◆課題２ ワープロ修正 

◆課題３ 帳票等作成 

です。 

 

※ 課題１と課題２の後に、１０分間の休けいがあります。 
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◆課題１ アンケート入力 

 

競技前に、１枚だけ練習します。 

練習では、NO.100 のアンケートカードを入力します。 

 

【入力練習の準備】 

画面上の「03課題１」をクリックして手を止めて下さい。 

「練習始め」と言ったら、アンケートカードの入力を始めます。 

それまでは、これから確認する【入力ルール】をよく読んでください。 

入力では、【入力ルール】をまもってください。 

 

【入力ルールの確認】 

今から2分間、入力ルールを確認します。 
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【入力ルール】 

項目 ルール 

１．当店をどの程度、利用されていますか？ リストボックスより選んでください。 

２－①．何名様でお越しになりましたか？ 半角数字で入力してください。 

２－②．誰とお越しになりましたか？ リストボックスより選んでください。 

３.召し上がった商品に関してのご意見、ご

要望、ご不満点があれば教えてください。 

全ての文字を全角で入力してください。 

４.当店に関してのご意見、ご要望、ご不満

点等があれば教えてください。 

全ての文字を全角で入力してください。 

５－①.フリガナ 全角カタカナで入力してください。 

みょう字と名前の間には全角スペースを１つ

入れてください。 

(例)ヤマダ タロウ 

５－②.氏名 全角文字で入力してください。 

みょう字と名前の間には全角スペースを１つ

入れてください。 

(例)山田 太郎 

５－③.性別 リストボックスより選んでください。 

５－④.年齢 リストボックスより選んでください。 

５－⑤.職業 リストボックスより選んでください。 

５－⑥.電話番号 半角数字と”-”（半角ハイフン）で入力し

てください。 

(例)12-345-6789 

５－⑦.メールアドレス 半角文字で入力してください。 

 

ルール確認の時間は、終わりました。 

 

これから３分間、アンケート入力練習を行いますが、NO．100のアンケートカードの入力が

終わったら、「OK」をクリックしてマウスやキーボードからは、手をはなしてください。３

分たつと、入力の途中であっても、練習は終了します。 

【アンケート入力 練習（３分間）】【アンケート入力 競技】 
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① 競技時間は、３０分間です。 

② 最初に画面上の「start」をクリックします。 

③ 競技委員が「競技始め」といったら、NO.101のアンケートから入力を始めてください。 

  入力では、【入力ルール】を必ずまもってください。 

④ ３０分たつと、課題が自動的に終わりますので、「OK」をクリックしてキーボードとマ

ウスから手をはなしてください。 

⑤ 休けいは、競技委員が「休けいしてください」と言ってからです。作業が終了しても、

そのまま席でまっていてください。 
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◆課題２ ワープロ修正 

 

練習はありません。 

最初に修正ルール確認をします。修正ルールを確認したら始めます。 

競技時間は３０分間です。 

 

 

ワープロ修正では、【修正ルール】をまもってください。 

 

【修正ルールの確認】 

今から２分間、【修正ルール】を確認します。 

 

【修正ルール】 

項目 ルール 

ひらがな 全角文字で修正します。 

例：さまザまある→正解：さまざまある 

カタカナ 全角文字で修正します。 

例：にほん→正解：ニホン 

英字 全角文字で修正します。 

例：ＡＢＩし１ＴＹ→正解：ＡＢＩＬＹＴＹ 

数字 全角文字で修正します。 

例：第Ｉ回大会→正解：第１回大会 

 

【修正ルール】確認の時間は、終わりました。 
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【ワープロ修正 競技】 

 

① 最初にデスクトップ上の「04_ワープロ修正」を開きます。 

 

② 競技委員が「競技始め」といったら、【書類】をもとに修正を始めてください。 

  入力では、【修正ルール】を必ずまもってください。 

 

③ ３０分たつと、課題が自動的に終わりますのでキーボードとマウスから手を離してくだ

さい。 

 

④ 使った書類をかたづけます。ページ順にそろえてください。 

 

⑤ 休けいは、競技委員が「休けいしてください」と言ってからです。作業が終了しても、

そのまま席でまっていてください。 
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※ワープロ修正競技の課題文については、著作権上の理由により公開しておりません。  

課題の仕様については、競技課題Ａ（事前課題）をご参照ください｡ 
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◆課題３  帳票等作成  

 

練習はありません。  

競技委員の説明が終わったら、すぐに競技を始めます。  

競技時間は３０分間です。  

 

【帳票等作成  競技】  

①  Excelを使って、【指示書】のとおりに請求書をつくります。  

②  【指示書】は、この説明が終わったら配りますが、合図があるまで開

かないでください。  

③  競技委員が「競技始め」と言ったら、【指示書】を開いて、そのとお

りに請求書をつくってください。  

④  ３０分たって競技が終了するまで、課題３は提出できません。  

はやく終わった人は、まず請求書を保存してから、まちがいがないか

、もう一度よく見なおしてください。  

⑤  ３０分たつと課題が自動的にパソコン上のデータをハードディスクに

保存されますので、すぐにマウスやキーボードから手をはなして、そ

のまま席でまっていてください。  

 

⑥  スタッフが席に回っていきますので、  

 印刷した請求書（もっとも良いもの）、  

 指示書、  

 競技課題、  

を提出してください。  

 請求書を印刷していないときは、手順書と競技課題だけを提出して

ください。  
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【指示書】  

１．帳票作成の準備  

①  デスクトップ上の「請求書」を起動してください。  

②  ワークシート「 Sheet1」を表示してください。  

③  セル A1にあなたの席の番号を入力してください。  

 

２．帳票作成の目的とルール  

①  この指示書を読みながら、見本と同じ帳票をつくるのが目的です。  

指示されたとおりに操作してください。  

文字や数字の内容は、すべて見本のとおりに入力してください。入力

するセルの位置も見本と同じにしてください。また、罫線の位置や太

さも見本と同じにしてください。  

②  データを入力するときは、データの最後にスペースをつけないように

注意してください。  

たとえば、「請求書  」のようにスペースをつけず、「請求書」と入

力してください。  

③  特に指定のないときは、文字のフォントや配置は、最初の設定のまま

にしておいてください。  

最初の設定では、フォント「游ゴシック」、サイズ「 11」、表示形式

「標準」です。  

また配置は、横位置「標準」、縦位置「中央揃え」です。  

④  漢字、ひらがな、カタカナは全角で入力してください。  

⑤  英数字、記号は半角で入力してください。半角の記号とは、 -:/,.() 

などです。  

 

３．帳票作成に必要な詳しい指示  

①  「請求書」の文字は、フォント「 MS 明朝」、サイズ「 20」、「太字」

に設定し、  

セル範囲 B4:F4で「セルを結合して中央揃え」にしてください。  

②  セル B9では、サイズ「 14」、「太字」、「下線」を設定してください

。  

また、「御中」の前に全角スペースを１つ入れてください。  

③  セル F18のみょう字と名前の間に、全角スペースを１つ入れてください  

  。  

④  セル E15から E17､セル B24から B26､セル D52から D54の配置は横位置「右

詰め」にしてください。  

⑤  セル B22から C22までの範囲に、サイズ「 14」､「太字」を設定してくだ

さい。  

また、セル B22の配置は横位置「中央揃え」にしてください。  

⑥  セル B29から F29、セル E43から E47の配置は横位置「中央揃え」にして

ください。  

また、セル E43から E47は「太字」に設定してください。  

⑦  セル F30から F42までの金額は、計算式「金額＝単価×数量」を使ってく  

ださい。  

⑧  セル F43の小計金額は、関数を使って求めてください。  
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⑨  セル F44の値引きは「 -30000」として、セルの書式設定の表示形式から

分類を「数値」にして、種類は「△ 1234」を選択して、桁区切り (,)に

してください。  

⑩  セル F45の値引き後計は、計算式「小計＋値引き」を使ってください。  

⑪  セル F46の消費税は、計算式「消費税＝値引き後計×0.1」を使ってくだ

さい。  

⑫  セル F47の合計金額は、計算式「合計＝値引き後計＋消費税」を使って

ください。  

⑬  単価、金額、小計、値引き後計、消費税、合計の数字は、セルの書式

設定の表示形式から分類を「数値」にして、桁区切り (,)にしてくださ

い。  

⑭  セル C22のご請求金額は、セル F47の合計金額を参照するようにしてく

ださい。また、リボンにある「通貨表示形式」ボタンを使用して、￥

マークと 3桁区切り (,)を設定してください。  

⑮  セル E53の配置は横位置「左詰め」にしてください。  

⑯  入力したデータが全部表示されないときは、全部表示されるように列

幅をなおしてください。  
 

４．印刷  

①  A4用紙縦置きで印刷してください。  

②  用紙の中央に印刷されるようにしてください。  

③  印刷した請求書の内容を確認し、まちがいがあったら、修正して印刷

することができます。  

 

５．保存  

作成した請求書を、パソコン上のデータをハードディスクに上書き保存し

てください。  

 

６．見直し  

はやく終わった人は、まちがいがないか、もう一度見直してください。  

 

７．画面表示  

競技会場から退出するときは、画面の請求書は表示したままにしておいて

ください。  
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【見本】  

 

 

 

 


