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第 6 講　クラリスワークスの使用　2

1．表計算機能

　表計算のソフトは、各セルに数字、数式を入れて、計算や集計が容易にできる機能を持っていま

す。また、表になった書類を作成することもできます。さらに、セルを一定の規則に従ってソート

して並べ替えたりすることができます。

表計算の利用方法としては、

a．計算用の数表として、家計簿、成績の合計、平均、標準偏差、順位付けなどがあげられます。

b．罫線を使った大きな表としての利用もできます。

1-1．起動

　クラリスワークスを起動し、新規書類のポップアップウインドウで表計算を選択します。クラリ

スワークスが起動している場合は、「ファイル 」メニューから「新規」を選び表計算を選択します。

横にアルファベット、縦に数字をふった表が現れます。

画面いっぱいに広がった場合は、ウィンドウの右下の、調節ボックスをドラッグして、小さくし

て下さい。

　この表のセル (ます)の中には、文字や数字、計算式が入力できます。

1-2．数表としての利用

　まず、計算を主体とした数表としての利用について解説します。
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1-2-1．文字、数字の入力

セルに入力するためにはまず目的のセルをクリックして囲み強調させます。その後、キーボードか

ら入力します。入力した半角数字、文字はまず、一番上のセルの番号(A1 などと表示されている)の

右の空白部分に表示されます。この行では現在選択しているセルアドレスが左側に表示され、x, v

の枠が示され、その右にデータ入力領域があります。ここには現在選択しているセルの内容（デー

タ）が表示されています。

入力後、リターンキーを押すとセルに書き込まれます。

1-2-2．キーによるセルの移動方法

入力の際やキーを押すことによって、セルを移動することができます。

リターンキー押すと、一つ下のセルが選択状態になります。

tab キー  を押すと一つ右のセルがが選択状態になります。

enter キーを押すと、選択セルは移動しません。

矢印キー を押すと、その方向に一つ選択セルが移動します。

×は、取消ボタン、∨は入力ボタンです。

　半角数字を入力するとそれは数値として認識され、リターンキー、矢印キーを押すと、右詰 で表

示されます。

ちなみに数字以外の文字を入力すると文字と認識され、左詰で表示されます。
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全角の数字は文字として認識されます。

　セルの位置は数字で示された行と、アルファベットで示された列の両方を指定して、その交点の

位置で示します。A2, C9, F4 などです。

下図のように、A1 A2 A3 に、1、5、24 をそれぞれ入力して下さい。

1-2-3．計算式の入力と表計算

セルの中に、最初に=を入力すると計算式を入力するモードになります。

ここでは、A1 と A2 と A3 の和を A5 に表示させます。

1-2-3-1．計算式の直接入力

セル A5 をクリックしてそれを選択し、=　を入力して下さい。上の長い空欄に = が表示されま

した。そこで、マウスのポインタを A1、 A2 、A3 の順に各セルに持っていき、クリックしていき

ます。すると上の欄に=A1 +A2 +A3 と表示されます(下図左)。

この状態でリターンキーを押すと、セル A5 に合計が表示されます(下図右)。
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また、直接すべてをキーボードから入力することもできます。

1-2-3-2．関数ペーストによる計算式の直接入力

　また、=　を入力した後、編集メニューから関数ペーストを選択すると様々な関数が使えます。

例として平均を求めてみます。セル A6 にポインタを移し、=　を入力して下さい。

次に「編集」メニューから「関数ペースト 」を選択します。

　ここでは、現れるポップアップウインドウの中から、平均 AVERAGE を選択します。
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すると、上部に=AVERAGE(数値 1,数値 2,...)が表示されます。これは、数値をカンマで区切っ

ていくとその平均が計算されることを示しています。

　では、A1,A2,A3 の平均を計算します。=AVERAGE(数値 1,数値 2,...)の中の「数値 1,数値 2,...」

を消去します。各個の中をドラッグして選択し、delete します。=AVERAGE()　として、各個の真

ん中に I バーが点滅している状態になります。

この状態で、A1 から A3 までドラッグします。すると、=AVERAGE(A1..A3)と表示されています。

このままリターンキーを押します。A6 に 10 が示されました。

以上の方法でセルに関数や数式を記入して計算することができます。
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課題 1:

　それでは、次に以下の表を完成させて、空欄に計算結果を表示して下さい。

  累計の欄、C2 では、C1+B2 の計算をさせます。

後は、C2 の内容をコピーして C2 から C7 にペーストします。

1-3．簡易データベースとしての利用

表計算ソフトはまた b．大きな一覧表としての利用もできます。さらに、表の各項目は目的に合

わせて並べ替える(ソート) ことができます。ソートによって、様々な順番で表を加工して、考察す

ることが出来ます。

この機能を利用すると簡易のデータベースとして、住所録のような表が容易に作成できます。

ここでは、住所録を例に取り、その操作を実習します。

1-3-1．ダミーデータの受信と読み込み

　ネットワークアシスタントというソフトによって、みなさんの Mac に meibo ファイルを配布し

ます。この meibo ファイルは、みなさんの名簿です。これをフロッピーディスクに保存して下さい。

デスクトップ上の meibo はゴミ箱に捨てて下さい。

つぎに、「ファイル 」メニューの「開く」からフロッピーディスクの meibo を開いて下さい。

　ここには、学生番号、氏名、よみがな、住所、電話番号、出身高校が示されています。ただし、

学生番号、氏名、よみがな以外は実際のデータとは異なるダミーデータです。

50

累計

162

94

66

132

75

50

B

計7

平均

6月

5月

4月

3月

2月

1月

8

6

5

4

3

2

1

CA
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表計算ソフトでは各セルに上記のデータを記入して、このような表を作ることができます。

1-3-2．データの並べ替え  (ソート )

さらに、これらの表は目的に合わせて並べ替える(ソートする) ことができます。

　表の左上の四角(A,B,C の欄と数字の欄の交わったセルです)をクリックすると表全体が反転され、

選択されます。その状態で、「計算」メニューからソートを選んで下さい。
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現れるボックスの中で、キー順序の 1 に E1 と入力し、OK を押します。

電話番号の若い方の順にソートされて表示されました。確認して下さい。

元に戻したい場合は、編集メニューの取り消し(command+Z)を実行します。

いろいろなキーでソートしてみて下さい。
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1-4．表を利用した文書の作成

　クラリスワークスで作った表をレポートや、プレゼンテーションに利用するためにワープロを用

いず文書を作成することができます。

1-4-1．字体や文字サイズの変更

変更したいセル、セル範囲を指定し、書式メニューのフォント、サイズ、スタイル、文字色、下線、

字消し線、上線のメニューから、文字の修飾を行うことができます。

1-4-2．行や列のサイズ変更

  行あるいは列を選択し、＜書式＞メニュー→＜列の幅_＞か＜行の高さ_＞を選択ダイアログに

現在の値が表示されているので、それをもとに新値を代入します。あるいは選択した列、行のラベ

ルの境界線をドラッグしてもサイズの変更が可能です。

1-4-3．枠の挿入やセルを線で囲む

セルを選択し、書式メニューからセルの枠_を選び、チェックボックスを選択します。

「オプション 」メニューの表示オプション_を選択し、セル枠の表示方法や列、行ラベルの表示、

式や循環参照の表示方法の変更ができます。
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1-4-4．表の一部分の印刷

  まず印刷したい範囲を選択し、そして「オプション 」メニューから印刷範囲_を選択して、リタ

ーンキーを押します。

  表示メニューからページビューを選び、実際に印刷する前に、刷り上がりの確認をとります。

　ページビューを選択すると印刷設定された用紙の大きさに区切られて画面表示がなされます。
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課題 2:

　この様な機能を使い、meibo を以下のようなレイアウトに変更してみましょう。

下の表では、タイトルを Osaka フォント、14 ポイント、太字指定とし、1 行の高さを広げ配置し

ています。また、読み仮名、出身校の列は削除しました。また、住所 C2 でソートしています。

2 行目に行を挿入し、学生番号 氏　　名 住　　　所 電話番号の項目を入力します。

これらは、行揃えでセンタリングします。また、住所 C2 でソートしています。

2 行以下は、各セルを枠で囲っています。できたら、別名でフロッピーディスクに保存して下さい。
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