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第1章 Word の概要 

【1】 Word とは 

Word はワープロ機能を持ったソフトです。文章を入力してプリントアウトする事が出来ます。用紙に

は A4 や B5・ハガキなどが使えます。中の文字は大きさを変えたり色を変えたりする事も出来ますし、

縦書きにする事も出来ます。また文章以外にも表やイラストを入れる事も出来るのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年もいよいよ“湘南テニスサーキット”の季節

がやってきました！！ 

優勝者には国内旅行のプレゼントをご用意。 

さて本年度の栄冠はいったい誰が手にするの

か・・・。 

お申し込みの方は、下の申込用紙と参加費 4000円

(消費税込)を同封の上、事務局までご郵送くださ

い。 

 

開催日(雨天時の際翌週へ順延) 

 1 回戦～3 回戦 QF・SF F 

男 子 シ ン グ ル ス 10 月 12日(土) 10 月 19日(土) 

女 子 シ ン グ ル ス 10 月 13日(日) 10 月 20日(日) 

10月 27 日(日) 

男 子 ダ ブ ル ス 10 月 13日(日) 10 月 20日(日) 

女 子 ダ ブ ル ス 10 月 12日(土) 10 月 19日(土) 

10月 26 日(土) 

ミ ッ ク ス ダ ブ ル ス 11 月 02日(土) 11 月 03日(日) 

 

開催諸注意 

試合開始 15分前にエントリーがなければ、棄権とみなします。 

3 回戦までは 1セットマッチ 6-6 タイブレーク 7ポイント先取 

QF・Fは 3セットマッチ 

試合前のウォーミングアップは 4本とします。 

男性は襟付きのポロシャツ・男女共、白を基調としたウェアー着用 

審判代表責任者 枩
まつ

井
い

 

キリトリ線 

【出場 種目】男単・女単・男複・女複・混合複 

【氏   名】            ・             

【代表者氏名】             

【代表者住所】                                     

【ＫＴＡＩＤ】             

 

係員使用             

運営事務局 

〒249-4789 

桜花市福井区旭町 249-6 

KTA センター 

 

【2】 Word の起動と概要 

(1) [スタート][すべてのプログラム][Microsoft Offce]から「Microsoft Office Word 2007」を選択

すると起動します。 

 

[スタート][すべてのプログラム][Microsoft Offce]から

「Microsoft Office Word 2007」を選択 

表やイラスト入りの文書を作成出来る！ 

A4 や B5 のプリントだけでなくはがきの作成も！ 
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(2) ワープロソフトである Word が起動しました。白い部分が紙の部分です。背景部は机だと思って下さ

い。なお、自動的に A4 サイズの用紙が用意されます。また最初は紙の端からは入力できません。上

から 35mm、左から 30mm の所にある「かぎ記号」の位置から入力するようになっています。 

 

紙(A4) 
机 

入力開始位置(上 35mm,左 30mm) 
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第2章 ページレイアウト・ページ設定 

【1】 入力と自動折り返し 

(1) 先頭行に「野球大会のお知らせ」と入力しましょう。入力後は改行します。 

 

(2) 続けて、以下のように入力して下さい。なお、右 30mm の所まで入力すると自動的に折り返し(自動

改行)をしてくれます。最後まで入力が終わったら改行して下さい。なお、改行時には段落記号( )

が表示されますが、印刷対象にはなりませんので気にしないで下さい。 

 
(3) 続いて以下のように入力しましょう。 

 

「野球大会のお知らせ」と入力して改行 

「赤羽町内会では毎月第三日曜日に、赤羽さわやかグラウンドにて、野球大会を

午前中に開催しています。」と入力し改行 

折り返し地点 

発足時の参加者はわずかでしたが、以来五年が経過した現在は大勢の方々にご

参加いただけるようになりました。皆様もふるって御参加下さい。 

なお、入力開始位置や折り返し位置にあるかぎ記

号・マークは印刷されません。 
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【2】 用紙サイズの変更 

(1) それでは今から紙のサイズを「はがき」に変更します。紙のサイズを変えるには画面上部の【ページ

レイアウト】という見出しタブを使います。クリックして下さい。 

 

(2) 【ページレイアウト】タブにすると画面上部に紙に関するボタンが表示されるようになります。この中

の[サイズ]ボタン( )から「はがき」を選んで下さい。 

 

【ページレイアウト】という見出しタブをクリック 

[サイズ]ボタンから「はがき」を選択 
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(3) 紙のサイズが「A4」から「はがき」になりました。ただ、ちょっと窮屈ですね。 

 


