
 

 

課題に必要とする技能 

１． 文書書式の設定 

２． 文字入力 

３． 文字書式の設定 

   ・フォントの種類、フォントサイズ、太字、斜体 

色指定、均等割付、文字飾り、ルビ 

４． 段落書式の設定 

   ・センタリング、右寄せ、左寄せ、インデント、段組 

      縦書き、横書き 

５． ワードアートの使い方 

６． 表の作成 

    ・ 表およびセルの書式設定 

       線種、網掛け、塗りつぶし 

    ・ 行･列・セルの操作 

７． オブジェクトの作成・挿入 

   ・ 図形、画像ファイル 

８． オブジェクトの書式設定 

    ・３Ｄスタイル、影付きスタイル、グラデーション等 

９． オブジェクトの操作 

   ・ 回転、順序等     

１０． テキストボックスの使い方 

１１． 印刷ができること。 

１２． ファイル操作 

   ・ 新規作成、読み込み、保存 

１３． 背景（透かし） 

１４． ヘッダー、フッダーの使い方  

１５． ハイパーリンク 



公開課題 ｢世界のスィーツフェア｣(制限時間 ６０分) 

 

以下の設問に従い、別紙(2 ページ)を作成し、提出しなさい。  

なお、作品は所定の用紙に印刷し、「デスクトップ」に保存すること。 

保存する際のファイル名は、選手番号(半角)スィーツ とすること。  

設問で指示したこと以外は、既定値(フォント：ＭＳ 明朝、フォントサイズ：10.5)を使

用すること。 

 

【設問１】1 行を 40 字に設定すること。  

 

【設問２】タイトルはワードアートを利用する。ただし、ワードアートのスタイルについ

ては、別紙を参照し、最も適当なものを選択すること。  

フォント：HG 丸ｺﾞｼｯｸ M-PRO、フォントサイズ：40、カラー：赤 

形状の変更：上アーチ  

 

【設問３】「皆様から  ～「瑠璃色の間」｣までの説明枠はオートシェイプから長方形を挿入

すること。  

背景のカラー：セーム皮 

「絶品！世界のスィーツフェア」は カラー：赤、太字  

「日時～場所」は 太字 

 

【設問４】サブタイトル「入門講座 1…、入門講座 2…、入門講座 3…」は 

フォント：HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体、フォントサイズ：12 

蛍光ペンの色：明るい緑 

 

【設問５】表の設定  

項目：茶 

フォント：HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体、フォントサイズ：12、カラー：白  

 

【設問６】「クグロフ～大福」までの説明枠はオートシェイプから楕円を選んで挿入するこ

と。 

お菓子 カラー グラデーション 影効果 

クグロフ ピンク系 下方向 影スタイル２  

バームクーヘン ピンク系 下方向 影スタイル２  

ティラミス 黄色系 下方向 影スタイル２  

レモンメレンゲパイ 黄色系 下方向 影スタイル２  

ナタデココ グリーン系  下方向 影スタイル２  

大福 グリーン系  下方向 影スタイル２  



適宜な場所に C:/My Picture の中から「ケーキ 1」から「ケーキ 6」を挿入し、配置

すること。 

ケーキ名は フォント：HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体、フォントサイズ：12 

説明文は  フォント：MS 明朝、フォントサイズ：10 

 

【設問７】図形の直線を挿入すること。  

太さ：6、線：点線(丸)、矢印：四角（パターン 10）、カラー：赤  

 

【設問８】地図内に C:/My Picture の中から「信号」を挿入し、グループ化すること。 

     道路の幅や文字サイズは任意とする。  

立体は カラー：茶、パターン：ひし形(強調) 

 

【設問９】地図の右側に任意のオートシェイプを選び挿入すること。 

背景のカラー：新聞紙  

サブタイトルは  

フォント：HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体、フォントサイズ：14、カラー：赤  

その他の文字は  

フォント：HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体、フォントサイズ：11 

 

【設問１０】住所の右側に C:/My Picture の中から「お菓子の家」を挿入すること。  

「詳細は～(内線 28)」までは 

フォント：HGS 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体、フォントサイズ：12 

ホームページアドレスはハイパーリンクを設定し、ジャンプ先を文書の先頭に設定

すること。  

 

【設問１１】ページ罫線を引くこと。  

絵柄：風船 

 

【設問１２】以上の設問に指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すること。 

 



 

 

 

 

皆様からご好評をいただいた「絶品！世界のスィーツフェア」、今年も開催する運びとな

りました。海外から有名なパティシエも多数参加いたします。お持ち帰りはもちろんのこと、

今年はカフェも併設しておりますので、その場でも召し上がっていただけます。 

楽しい企画もご用意し、皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。 

日 時：10 月 8 日（土）～10 日（月）  10：00～19：00 

場 所：オリエンタルパレスホテル 2F「瑠璃
る り

色
いろ

の間」 

 

ご参考までに、お菓子の入門講座と出展されるお菓子のいくつかをご紹介いたします。 

入門講座 1…歴史の中で最初の甘いものは？ 

砂糖のなかった時代の甘いものといえば、ハチミツ！古代エジプトの壁画に蜂の巣から蜜

を採取する様子が描かれています。 

 

入門講座 2…お菓子の日ってあるの？ 

あります！全国菓子工業組合連合会が、1981年に毎月 15日を「お菓子の日」として決めま

した。起源は、お菓子の神様を祈願した例大祭が 15日に開催されていたことからです。 

各スイーツの記念日 

2 月 14 日 チョコレートの日 6 月 1 日 チューインガムの日 

2 月 28 日 ビスケットの日 6 月 9 日 ロールケーキの日 

3 月 10 日 砂糖の日 7 月 25 日 かき氷の日 

3 月 14 日 キャンデーの日 9 月 16 日 和菓子の日 

5 月 9 日 アイスクリームの日 10 月 28 日 パフェの日 

5 月 15 日 ヨーグルトの日 11 月 25 日 ミルクキャラメルの日 

 

入門講座 3…出店予定の国の代表的なお菓子のご紹介 

 

 

 

 

 

フランス、アルザス地方に古くか

ら伝わるお菓子。 

レーズンやアーモンドなどを混ぜ

入れた発酵生地を専用の型で焼き、

粉糖などで飾り付けを行ったスイ

ーツです。 

心棒に生地を一層ずつかけなが

ら、専用のオーブンで焼き上げた

スイーツです。ドイツのカール･ユ

ーハイムという人物によって日本

で生まれたお菓子です。 

 

クグロフ 
バームクーヘン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細はお気軽にお問い合わせください。 

オリエンタルパレスホテル 

北海道札幌市西区二十四軒 4 条 1 丁目 4-26 

☎011-640-XXXX(内線 28) 

http:www.orientalpalace.com 

チーズのマスカルポーネとザバ

イオーネ(卵黄、砂糖、マルサラワイ

ンを煮詰めたクリーム)と、エスプレ

ッソやコーヒーリキュールを浸し

たスボンジを互い違いに重ね、冷や

し固めたイタリヤのお菓子です。 

おザートです 

 

春から初夏にかけてレモンが実

る季節によく作られるスイーツで

す。レモン風味のクリームとメレン

ゲの 2層を楽しむことができ、多く

の人に親しまれています。 

イギリスのお菓子です。 

 

ナタデココはフィリピン生ま

れのデザートで、ココナッツジ

ュースにナタ菌を入れ発酵さ

せてできるゼリーをサイコロ

状にカットし、シロップに果物

と一緒に入れて食べます。  

 

 

日本で食する大福は本来、うるち

米の粉で餅をつき、塩餡を包み込ん

で卵形に丸めた「うずら餅」が変化

したものです。現在の大福は餡のみ

以外に、クリームや果物などを詰め

たさまざまな種類があります。 

 

ナタデココ 

ティラミス レモンメレンゲパイ 

大 福 

楽しい企画満載！ 

★ケーキバイキング（時間制・要予約） 

★簡単ケーキ作り教室（要予約） 

★お菓子つかみ取り 

★記念日用のケーキご予約受付けます 

BK    

公園 

 

 

 

 

 

              

          ●郵便局      

 

 

桑園発寒通 

琴似 



公開課題 ｢Sunday Soccer League｣ 制限時間 ６０分 

 

 

 Microsoft Word で２ページの文書を６０分で作成します。 

 例文の番号は、次ページの指示書と対応しています。 

 作成した文書は、Test 1 というファイル名でデスクトップに保存して下さい。  

 

 

 

Good Luck! 
 

  



Microsoft Word を起動し、用紙サイズ:：A4、余白：標準に設定。 

このページ罫線を引く。線種：三重線、色：緑、太さ：0.5 ポイント。 

ワードアートを挿入。フォント：HGP 創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体、フォントサイズ 36、太字、色：青。 

文字列の折り返し：前面。 

副題のフォント：Arial、サイズ：16、太字。 

水平罫線。線の高さ：1.5 ポイント、配置：中央揃え 

箇条書きのフォント：Arial、フォントサイズ：14、行間：1.5。 

本文のフォント：Arial、フォントサイズ 12、行間：1.5、両端揃え。 

脚注。脚注のフォント：Arial、フォントサイズ：8。 

見出しのフォント：Arial、 サイズ：12、太字、色：濃い赤。 

フッターにページ番号を挿入。フォント：Arial、サイズ：10。 

この表を作成。上段塗りつぶしの色：青、枠の色：青、フォント：Arial、サイズ：12。 

C:/My Picture の中から「フィールド」を挿入する。文字列の折返し：四角。 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



 

1 

 

 

Summary of issues raised at AGM 

 

 Chairman:  Terry Halliwell 

 Secretary:  Gerald Grundy 

 Events Supervisor: Tyrone Malinga 

 Training Supervisor: Simon Tench 

 

Dear Members, 

 

We hope that your preparations for the up and coming season are underway 

and are going well. This memo contains a summary of the main points that were 

raised by organizers and team managers at the recent AGM in Swanton. Any 

concerns or questions raised by the points covered here can be submitted for 

consideration at the Club Managers Review planned for July1.  

 

1.1 Deciding League Positions 

There was some confusion on the part of certain managers who were of the 

opinion that goal difference should be the decisive factor in the determining of 

league positions for those teams with the same tally of points. We would like to 

settle this once and for all by stating that the number of goals scored is in fact the 

decisive factor and this is not “optional” but binding. 

The reasons for this are manifold but the single most important one is that this 

promotes and encourages a more attacking style of play. Since we introduced 

this rule, the days of dull draws have come to an end and teams who are winning 

comfortably are no longer content to sit back and play out a match. 

We have to keep in mind that the sport we promote is fundamentally a 

spectator sport and, as such, we need to give people something to watch. This 

system has worked well in other leagues around the country and we remain 

convinced that it will continue to have a positive impact on our own. Therefore 

                                                   
1 Please note the location of this meeting has changed to Nuffield Town Hall. 
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we intend to stick to this system and request that managers pass on this 

information to their players and any other club staff. 

 

1.2 Final League Positions 

It was pointed out that the final table as printed in the Worthington & Gusset 

Herald was mistaken on a number of points; specifically the incorrect number of 

points for Drywall United and the misprinting of the number of goals conceded by 

Shepherds Grote XI. Please find below the corrected version for the top three 

teams for the season. Other teams were unaffected. 

 

Team PL W D L GF GA P 

Drywall United 30 20 6 4 58 12 66 

Bishop’s Munt  30 18 7 5 51 18 61 

Shepherds Grote XI 30 18 5 7 60 32 59 

 

2.1 Pitch Management 

After concerns were raised by several players regarding the amount of canine 

detritus on the pitches, we request that all managers make an effort to ensure 

that pitches are in a decent state and are clear of such hazards.  

 

2.2 Pitch Markings 

It was pointed out that no directive has been given 

regarding the markings of the playing area. In many cases 

this has led to pitches that are poorly marked out leading to 

confusion amongst players and members of the public. We 

therefore request that the markings shown right be 

considered the bare minimum. Markings should be made 

with chalk dust as several park wardens have recently 

complained about the use of gloss paint. 

 

3.1 Other Business 

There were no other issues. The next meeting will be in July. 
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