
1 

 

Microsoft Word を上手く使いこなしてレポートを書こう ~初級編~ 

2023 年度版（2022/11/18 作成） 

 

目次 

1.ソフトの起動、文字入力 ...................................................................................................... 2 

2.ファイルを保存する ............................................................................................................. 3 

[2.1 名前を付けて保存] ...................................................................................................... 3 

[2.2 上書き保存] ................................................................................................................. 4 

3.文字サイズ、文字のフォント、色を変更する ..................................................................... 5 

4.画像、図形、表を挿入する .................................................................................................. 5 

[4.1 画像、図形の挿入] ....................................................................................................... 5 

[4.2 表の挿入] ...................................................................................................................... 6 

[4.3 数式の挿入] .................................................................................................................. 7 

5.文章の位置を揃える(左/中央/右) ........................................................................................ 7 

6.フッターとヘッダー ............................................................................................................. 7 

[6.1 ページ数の挿入] ........................................................................................................... 7 

7.文字を置換する .................................................................................................................... 8 

8.リンクを挿入する ................................................................................................................. 9 

9.印刷 ....................................................................................................................................... 9 

10.オートコレクトの便利な機能 ............................................................................................. 9 

11.グリッド線を表示する(豆知識編) .................................................................................... 10 

12.参考資料 ........................................................................................................................... 11 

13.脚注と文末脚注の挿入 ...................................................................................................... 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1.ソフトの起動、文字入力 

まずソフトを起動し、以下の起動画面から白紙の文書を選択します。レポートにおいて

用いるサイズは A4 が一般的です。 

 

【図 1:Microsoft Word 起動画面】 

 

白紙の文書を開いた後、文字を入力してみましょう。 

カーソルに合わせて文字が入力されていきます。 

      【図 2:文書への文字入力】 
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2.ファイルを保存する 

どんなに完成度の高いレポートを書いても保存ができていなければ、それまでの努力が

水の泡になってしまいますよね。ですから保存を細かくしていくことはとても重要です。 

保存には「名前を付けて保存」と「上書き保存」の 2 種類あります。ひとつずつ見ていき

ましょう。 

[2.1 名前を付けて保存] 

 まず初めに、Word ファイル自体にタイトルをつけ、自身の PC へ保存する必要があり

ます。図 2 画面上部に数種類のタブ(小見出しのようなもの)がありますので、左端にある

「ファイル」を選択すると以下のような画面になります。そして「名前を付けて保存」を

選択し、保存したい場所を選びます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図 3:名前を付けて保存する方法】 
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適切なタイトルをつけ、保存をしましょう。その際タイトルには、日付とその内容につい 

て簡潔に書くとよいでしょう。例) 220916_教養ゼミレポート 

 また、PDF として保存したい場合には、図 3 の“ファイルの種類”から PDF を選択する

ことで PDF ファイルを作成することができます。 

 

~ショートカットキーを使いこなそう！①~ 

キーボード上部にある‘F12’を押すと、簡単に図 3 右の画面まで飛ぶことができます。 

ショートカットキーを知って作業をより一層楽にこなせるようになりましょう！ 

 

 

[2.2 上書き保存] 

 一度名前を付けて保存ができたら、その後は上書き保存を繰り返します。以下 2 種類の

方法で上書き保存が可能です。 

① 文書上部にある「ファイル」のタブを開き、「上書き保存」を選択することでそれまで

の更新情報が保存されます。 

② タブの更に上に矢印のついた上書き保存のコマンドがあります。そちらを押すだけで

上書き保存が可能です。こちらの方が簡単ですね。 

【図 4:上書き保存する方法】 

 

 

~ショートカットキーを使いこなそう！②~ 

‘Ctrl+S’で上書き保存をすることができます。その際、マウスが更新中の表示になりま

す。 
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3.文字サイズ、文字のフォント、色を変更する 

レポートを読みやすいものにする上で文字サイズを工夫することは大切です。 

変更したい文字を選択し、文書上部の「ホーム」から文字サイズ、フォント、色等を選択し

てください。文字サイズは 10.5 を本文として基準をとるとよいでしょう。 

文字のフォントに関しては、一般的に游明朝(本文のフォント)が用いられます。 

詳細は下図参照。 

 

【図 5:文字サイズ、フォントの選択】 

 

 

~ショートカットキーを使いこなそう！③~ 

文字サイズを変えるときは、変更したい文字を選択した後 

‘Ctrl + Shift + >’で文字を大きくすることができます。同様に、 

‘Ctrl + Shift +＜’では小さくすることができます。 

文字の大きさを確認しながら変更したい場合はこのショートカットを用いると良いで

しょう！ 

 

 

4.画像、図形、表を挿入する 

[4.1 画像、図形の挿入] 

 画像や図形を挿入する際には、文書上部の「挿入」から「画像」または「図形」を選

択します。画像においては PC に保存しているものや、インターネットから引用したも

のを載せることが可能です。また、画像をドラッグ&ドロップすることでも挿入するこ

とが出来ます。 
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【図 6:画像、図形の挿入】 

挿入した画像を選択すると、右上にレイアウトオプション

が出てきます。その際に、「行内」や「四角形」など様々

なレイアウトが出ますので、その際に適切なものを選択す

るとよいでしょう。四角形を選択すると、文章を避けなが

ら自在に位置をレイアウトすることが出来ます。例として

は、図 6 は行内、図 7 が四角形となります。 

 

 

 

 【図 7:レイアウトオプション】 

[4.2 表の挿入] 

 実験結果や情報をまとめる際に、表を作成し可視化することで相手に伝わりやすい

レポートを作成することが出来ます。「挿入」タブから表を選択し、適切な行数と列数

を選択しましょう。             

 

【図 8:表の挿入】 

以下のような表を簡単に作成することが出来ます。 

【表 1:作成出来る表の具体例】 

 春 夏 秋 冬 

英語 spring summer autumn winter 
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[4.3 数式の挿入] 

 数式を記載する際には「挿入」→「数式」から行ってください。様々な数式の書式

が出てきますので、適切なものを選択し、使用しましょう。文字に関してもキーボー

ド入力とはフォントが変わりますので、必ず数式を挿入する際には意識をしましょ

う。 

  

5.文章の位置を揃える(左/中央/右) 

 グラフや表を用いた際には必ずそれらに対するタイトルをつけなければなりませ

ん。動かしたい文章を選択し、「ホーム」タブから適切な文章の位置を選択しましょ

う。尚、グラフタイトルはグラフの下に載せますが、表タイトルは表の上に付けるこ

とに注意しましょう。 

 

【図 9:文章の位置を揃える】 

 

~ショートカットキーを使いこなそう！③~ 

【表 1:文章を揃えるショートカットキー】 

左揃え 中央揃え 右揃え 

‘Ctrl + L’ ‘Ctrl + E’ ‘Ctrl + R’ 

 揃えたい文章を選択したのちに、上記のようなコマンドをすると簡単にそろえることが出来ます。 

 

 

6.フッターとヘッダー 

 文書の上部をヘッダー、下部をフッターといいます。これらに入力した画像や文字は基

本的にすべてのページへ反映されます。その為、統一感を持たせ、今何ページ目を見てい

るのかを判断するうえでとても便利な機能となります。 

[6.1 ページ数の挿入] 

 レポートにページ数を入れることは忘れてしまいがちですが、丁寧なレポートを作成す

るうえで大切となります。「挿入」タブから「ページ数」→「ページの下部」を選択し、

適切な場所を選択してください。 
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【図 10:ページ数の挿入】 

 

7.文字を置換する 

 レポートを全体で、単語や記号を書き換えたいとき一つ一つ手作業で書き換えるのはと

ても大変です。そこで、一度に希望の単語を置換することが出来る機能を習得しましょ

う！「ホーム」→「編集」→「置換」を選択します。そこで、右図のような画面が出てき

ます。 

書き換えたい言葉を上段に打ち込み、新しく書きたい言葉を下段に打つことで文書内の該

当する箇所を置換することが出来ます。該当する全てを置換したい場合には、「すべて置

換(A)」を選択しましょう。 

 

【図 11:検索と置換】 
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8.リンクを挿入する 

 レポートを作成するうえで必須なのが参考文献を明確にすることです。その際に、イン

ターネットから引用する際にはリンク(URL)も載せますが、「挿入」→「リンク」を選択す

ることで、簡単に引用することが出来ます。 

その際に、URL は青色になっていることがありますが、 

これをハイパーリンクといいます。参考文献として URL を

載せる際にはこのハイパーリンクを削除しなければなりませ

ん。図 12 のように URL を選択したのち「ハイパーリンクの

削除」を選択しましょう。 

 

 

                                                    

【図 12:ハイパーリンクの削除】 

 

9.印刷 

 印刷は「ホーム」→「印刷」から行うことが出来ます。印刷する前のプレビューが表示

されますので、再度確認をするとよいでしょう。尚、印刷の設定に関しては片面印刷や 1

枚当たりの表示枚数などを調整することが可能です。 

 

 

10.オートコレクトの便利な機能 

 オートコレクトとは、「ファイル」→「オプション」→「文章校正」から進むことが出

来ます。文章の先頭文字を大文字にする機能や、分数(1/2,1/4,1/6)を分数文字(組み文字)

にする等、様々な条件を設定/解除することが出来ます。これはあまりにも種類が多いの

で、実際に試してみてください。 

 ここでは皆さんに特に役立ちそうな条件の設定/解除をご紹介します。 

文書中で英字入力の際に「:)」と打つと「     」と自然に変換されます。レポート内では絵

文字は用いませんし、このような自動変換を無くしたい際には図 13 のように「入力中に

スペルミスを自動修正する」の項目からチェックを外すことで防ぐことが出来ます。 

 他にも英語の文字入力や段落が自動で出てきてしまう条件を解除することもできますの

で、ご自身でカスタマイズしてみてください。         
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【図 13:オートコレクトの操作方法】 

 

11.グリッド線を表示する(豆知識編) 

 「表示」タブからグリッド線にチェックを入れてみましょう。目安としてグリッド線を

入れることで、レイアウトや図の位置を調整する際に細やかなズレを無くすことが容易に

できます。これは自分の目安のためであるため、実際に印刷する際や PDF 化する際には

表示はされません。 

 

 

 

 

 

                      【図 14:グリッド線を表示した場合】 
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12.参考資料 

 「参考資料」→「引用文献の挿入」から文献情報の管理や文中への挿入、そして参考文

献リストの作成まで行うことができます。そして、ここで登録した文献情報はいつでも取

り出すことが出来る上に、Word 内のすべてのファイルで使用可能です！ 

引用する文献が多い時や同じ文献を繰り返し使用する際には、この機能をぜひ活用しまし

ょう。 

 

【図 15:参考文献の作成】 

 

13.脚注と文末脚注の挿入 

脚注はページの最後に挿入され、文末脚注は選択した文章の最後に配置されます。脚注を

挿入したい場所をクリックし選択します。その後、「参考資料」→「脚注の挿入」を選択し

ます。脚注、または文末脚注に必要なものを入力しましょう。また、脚注の先頭にある数字

をダブルクリックすることで文書内の元の場所まで戻ります。 

 
【図 16:脚注の挿入】 


