








自分のパソコンスキルはどのくらいでしょうか？　自己流や、自分の社内だけで使用してい
て客観的なレベルはよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。 

就職や転職の募集要項には「必須スキル：Word・Excel・PowerPoint」や「Officeソ
フト経験者求む」などと書かれていることはよくあります。これはいったいどのくらい使えれ
ばいいのでしょうか？　Wordは文字と写真くらいが入った文書を作れればいいだけ？  差し
込み印刷も必要？　目次や索引機能が使いこなせないと困るって言われたら…？　Excelも
PowerPointも、同様の心配が生まれます。

本書はそのような疑問に答えて、必須項目の「ビギナー」レベル、一般的にはだいたいこ
こまで覚えればOKという「ミドル」レベル、これを使いこなせれば完璧! という「エキスパー
ト」レベルの3段階に分けて、それぞれのレベルで身につけておきたいスキルを解説してい
ます。1項目1～2ページ程度でキモとなる部分を簡潔に解説していますので、日頃の業務
のステップアップに、または試験の前の勉強やおさらいに、さらにはあやふやな部分をサッと
確認するリファレンス用としても、便利にお使いいただけます。 

現役のビジネスマン、そしてビジネスマン予備軍の方々のお役に立てば幸いです。

はじめに
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「レベル別チェックリスト」のページ

本書の使い方・読み方
［本書の構成］

レベル別チェックリスト

□ スライドのデザインを決められる ───────────────── P.139
□ スライドの縦横比を変えられる ────────────────── P.140
□ スライドを追加したり削除したりできる ────────────── P.141
□ スライドに文字や図版を自由に入れられる ───────────── P.142
□ 文字の書式を変えられる ──────────────────── P.143
□ 図形を作成できる ─────────────────────── P.151
□ 正円や正方形を描ける ───────────────────── P.152
□ SmartArtを使える ────────────────────── P.162
□ SmartArtへの文字を入力できる ──────────────── P.163
□ SmartArtの図形を増やせる ────────────────── P.164
□ スライドショー時の画面切り替え効果を付けられる ───────── P.184
□ スライドショー時の画面切り替え効果を付けられる ───────── P.184
□ スライドショー時の画面切り替え効果を付けられる ───────── P.184
□ スライドショー時の画面切り替え効果を付けられる ───────── P.184

□ 行頭の記号を変更できる ──────────────────── P.144
□スタイル設定でデザインを決める ──────────────── P153

［ ビギナー ］ Fo r  B eg i n ne r

［ ミドル ］ Fo r  M i d d l e

□ 行頭の記号を変更できる ──────────────────── P.144
□ スタイル設定でデザインを決める ──────────────── P.153
□ 図形内に文字を入れて編集できる ──────────────── P.154
□ 図形同士をつなげるコネクタを活用できる ───────────── P.155

［ ミドル ］ Fo r  M i d d l e

構成❶の冒頭にレベ
ル別にチェックリスト
を設けました。各ソフ
トで学ぶスキルが一
覧できますので、ご自
分のレベルチェック
にお役立てください。

大きく分けて「Word」「Excel」「PowerPoint」「ファイル管理とセキュリティ」
の4つのChapterに分かれています。冒頭に「レベル別チェックリスト」があり
ます。

構成
●❶

各Sectionの中には、スキル01から順に、各スキルの解説が1～2ページでま
とめられています。

構成
●❸

各Chapterの中には、ソフトの大きな機能別にSectionが分かれています。
Wordであれば、「ビジネス文書作成」「表作成」「画像・図形の挿入」「印刷と使
いこなし」などです。冒頭に「このSectionで学ぶスキル」があります。

構成
●❷
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「このSectionで学ぶスキル」のページ

「スキル解説」のページ

構成❷の冒頭に各Section
で学ぶスキルを、図入りで
示しました。そのSection
で解説していることを一覧
できます。

本書のメインページです。関
連する知識や一歩進んだテク
ニックなどは「POINT」コラム
で解説しています。

このSectionで学ぶスキル

スライドデザインを決める

スライドの
追加・削除

文字の書式を変える

スペルチェック

プレースホルダーの活用

スライドの縦横比の変更

行間を広げる

スキル89

スキル91
スキル96 スキル98

スキル92

スキル90

スキル93

CHAPTER 3
P
ow
erP
oint

の
必
須
ス
キ
ル

スライドのデザインを決めて
作成しようスキル 89

PowerPoint資料をゼロから作る作業は大変。
こんな時は、PowerPointのスタート画面で、オン
ラインのテンプレートやテーマから、アイデアを探
しましょう。キーワード検索後、右に表示されたカ
テゴリの一覧からイメージに合わせた項目を選ぶと
❶、テーマや内容が盛り込まれたデザインの一覧
が表示されます❷。デザインを選んで［作成］ボタ
ンをクリックすると、タイトルや目次などを含めス
トーリー性のあるスライドが自動で作成されます。
不要なスライドもありますが、ストーリーのアイデ
アは参考になります。

どんなストーリーで作成したらよいか
わからないときは？

POINT

［ ビギナー ］ For Beginner

PowerPoint 2013では、起動時にスライ
ドデザインのテーマを決めて新規のプレゼン
テーションを作成できます（2010では［ファ
イル］タブの［新規作成］をクリックすると
［Offi  ce.comテンプレート］が出ます）。初期
画面で選べるデザインはあまり多くありませ
んが、検索ボックスを利用すればオンライン
から検索できます。

また、最近使ったファイルはスタート画面
の左側一覧（2010では［ファイル］タブの［最
近使用したファイル］）に表示されるので、ク
リックひとつで素早く開けます。さらに、会
社のオリジナルテンプレートなどは［他のプ
レゼンテーションを開く］（2010では［マイ
テンプレート］）をクリックして選びます。

●❷ ●❶

1PowerPointを 起
動し、デザイン一覧

から選んで新規作成する

3最 近 使った
ファイルは一

覧から素早く開く

4あらかじめ保存されている
テンプレートはココから選ぶ

2ココにキーワードを入
力し、オンラインで

デザインを検索もできる
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 Word・Excel・PowerPointの基本操作 ──────── P.014

スキル01 まずは余白と行数の設定から始まる ────── ［ビギナー］P.021
スキル02  “使える”テンプレートの探し方 ──────── ［ビギナー］P.022
スキル03 あいさつ文は「ウィザード」にまかせろ ──────  ［ミドル］P.023
スキル04  「予測変換」の使いこなしで入力効率が大幅アップ ─ ［ビギナー］P.024
スキル05 ５Ｗ２Ｈは「段落番号」機能で一目瞭然！ ──── ［ビギナー］P.025
スキル06 タイトルはフォント設定で目立たせる ────── ［ビギナー］P.026
スキル07 書式もコピーして効率よく文書作成 ────── ［ビギナー］P.028
スキル08 文書の読みやすさは「行間」調整で決まる ─── ［ビギナー］P.029
スキル09 ビジネス文書では箇条書きが必須！
 アタマの記号をイメージに合わせるべし  ─── ［ビギナー］P.030
スキル10 アタマの字下げはスペース入力よりも「インデント」  ─［ミドル］P.031
スキル11  「ルーラー」が使いこなせたら
 Wordの神様の仲間入り  ────────［エキスパート］P.032
スキル12 ルーラーと「タブ揃え」機能のコンボで
 配置王を目指せ  ────────────［エキスパート］P.033

CHAPTER 1 Wordの必須スキル〈レベル別チェックリスト〉 P.018

SECTION 01 イチからビジネス文書を作成するスキル   P.020

Word&Excel&PowerPointの
スキルが身につく本

C O N T E N T S
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スキル13 まずは表の挿入から ──────────── ［ビギナー］P.035
スキル14 切り取り線は「段落罫線」で引け ─────── ［ビギナー］P.036
スキル15 セル入力は.キーで
 ジャンプしながらスイスイ～ ───────── ［ビギナー］P.037
スキル16 列の幅と行の高さを変更する ───────── ［ビギナー］P.038
スキル17 表にあとから行や列を入れたいときは ───── ［ビギナー］P.039
スキル18 セル同士をまとめたり分割したりして体裁を整えよ
  ───────────────────  ［エキスパート］P.040
スキル19 表のセンスアップはスタイル変更で ───────  ［ミドル］P.042
スキル20 セルの中での縦書きもワンクリックでOK ─────  ［ミドル］P.043
スキル21 線の種類を変える技も効率よく ─────────  ［ミドル］P.044
スキル22 ９つのボタンで文字の配置を決めよ ────── ［ビギナー］P.046
スキル23 表の配置を決めて全体のバランスを整える ─  ［エキスパート］P.047

スキル24 まずは画像の挿入から ─────────── ［ビギナー］P.049
スキル25 画像の縦横比を変えないでサイズを変更する ── ［ビギナー］P.050
スキル26 画像の配置は「文字列の折り返し」がキモ ─── ［ビギナー］P.051
スキル27 もらった画像が暗いときは加工してごまかせる ───  ［ミドル］P.052
スキル28 必要な部分だけを切り取ってハッキリさせる ────  ［ミドル］P.053
スキル29 画像のスタイルを変更してセンスアップを ────  ［ミドル］P.054
スキル30 ファイルサイズが大きすぎ！
  「図の圧縮」で小さくせよ  ────────  ［エキスパート］P.055
スキル31 写真の背景を削除してすっきり見せるワザ ─  ［エキスパート］P.056
スキル32 企画書やポスターには 「ワードアート」でインパクトを 
  ───────────────────  ［エキスパート］P.057

スキル33 ダイレクトメールは差し込み印刷で楽々 ──  ［エキスパート］P.060

SECTION 02 一覧性を高める表作成スキル   P.034

SECTION 03 画像・図版の挿入とレイアウトのスキル   P.048

SECTION 04 印刷と便利技使いこなしのスキル   P.058
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スキル34 ラベル印刷の黄金テクニック ───────  ［エキスパート］P.062
スキル35 文言を一気に変更する置換のワザ ───────  ［ミドル］P.063
スキル36 業務マニュアル作成はスタイルを使いこなせ
  ───────────────────  ［エキスパート］P.064
スキル37 すべてのページに会社のロゴを入れてと言われたら
  ──────────────────────  ［ミドル］P.066
スキル38 長文にはページ付けが当たり前 ──────── ［ビギナー］P.067
スキル39 カッコいい表紙で“本格派”文書に ────  ［エキスパート］P.068
スキル40 マニュアルには目次が必須です ─────────  ［ミドル］P.069

スキル41 豊富なテンプレートで素早くExcel文書の作成 ─ ［ビギナー］P.073
スキル42 Excelの操作画面をチェック！ ──────── ［ビギナー］P.075
スキル43 まずは表作成の流れを確認 ───────── ［ビギナー］P.076
スキル44 表をきれいに見せるテクニックをマスター ──── ［ビギナー］P.078
スキル45 セルの表示形式を使いこなそう ─────────  ［ミドル］P.079
スキル46 計算式を設定するとこんなに便利 ─────── ［ビギナー］P.080
スキル47 印刷する前にレイアウトを確認しよう ────── ［ビギナー］P.081
スキル48 日付やページ番号はヘッダー/フッターで設定すべし
  ──────────────────────  ［ミドル］P.082
スキル49 1行だけ2枚目にはみ出た…１ページに収めたい ──  ［ミドル］P.083
スキル50  「改ページプレビュー」を使って自在に印刷領域を設定
  ──────────────────────  ［ミドル］P.084

スキル51 Excelのオプション設定で使い勝手を変更できる ─  ［ミドル］P.087
スキル52 セルの表示はデータが「書式」という服を着ている ─  ［ミドル］P.089
スキル53 簡単に連続データを入力したい ─────────  ［ミドル］P.091
スキル54 支社名でもOK！ オリジナルの連続データを作るには ─  ［ミドル］P.092

SECTION 01 表作成の基本を知って使いこなすスキル   P.072

SECTION 02 書式とグラフを使いこなすスキル   P.085

CHAPTER 2 Excelの必須スキル〈レベル別チェックリスト〉 P.070
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スキル55 商品コードなどの0から始まる文字列を入力する ──  ［ミドル］P.094
スキル56 数値のままで単位を追加したい ─────────  ［ミドル］P.095
スキル57 ファイルを引き継いだときには数式確認が必須 ──  ［ミドル］P.096
スキル58 消費税が合わない!?  小数点以下をチェック ─── ［ミドル］P.097
スキル59 適切なグラフを「おすすめ」されてみよう （2013のみ）
  ───────────────────── ［ビギナー］P.098
スキル60 目的別にいろいろなグラフを作ってみよう ──── ［ビギナー］P.099
スキル61 グラフを編集するには3つのタブが鍵となる ───  ［ミドル］P.100
スキル62 離れた領域からグラフを作るには ────────  ［ミドル］P.101
スキル63 種類や単位の違うグラフを1つにまとめる “2種類同居グラフ”
  ──────────────────────  ［ミドル］P.102
スキル64 他人に入力させる場合は「入力規則」でミス防止 ──  ［ミドル］P.103

スキル65 表の一部を固定して見出しを常に表示したい ── ［ビギナー］P.105
スキル66 シートをまとめて処理するには  ──────  ［エキスパート］P.106
スキル67 シートをまたがっても計算できる ─────── ［ビギナー］P.107
スキル68 Excelのシート保護、書き換えられない原因はコレかも？
  ──────────────────────  ［ミドル］P.108
スキル69 同じファイルを新しいウィンドウで開くとこんなに便利
  ───────────────────── ［ビギナー］P.109
スキル70 セルを書き換えられないようにしっかりと保護 ─  ［エキスパート］P.110
スキル71 ブックの構成を変えられないように保護しよう ───  ［ミドル］P.111
スキル72  「◯◯以上のセルだけ赤に」できる条件付き書式を使いこなせ！ 
  ───────────────────  ［エキスパート］P.112
スキル73 セルにメモ書きできる「コメント」を活用 ─────  ［ミドル］P.114

スキル74 関数の仕組みをしっかりマスター ───────  ［ビギナー］P.116
スキル75 とりあえずこれだけ！  よく使う関数はボタン1つで入力
  ─────────────────────  ［ビギナー］P.118

SECTION 03 シートを使いこなすスキル   P.104

SECTION 04 関数を使いこなすスキル   P.115
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スキル76 コードや番号など文字列の一部を取り出す ────  ［ミドル］P.119
スキル77 現在の日付と時刻は関数で自動入力 ────── ［ビギナー］P.120
スキル78 条件に合ったセルの個数をカウントする ─────  ［ミドル］P.121
スキル79 条件によって処理を変えるには「IF」もしも… ───  ［ミドル］P.122
スキル80 単価表など、別の表から値を探せる関数を使う
  ───────────────────  ［エキスパート］P.123
スキル81 引数を関数に使いたい！  そんなときは関数のネスト（入れ子）
  ───────────────────  ［エキスパート］P.124

スキル82 テーブルの形式をしっかりマスター ───────  ［ミドル］P.126
スキル83 3クリックで集計結果を追加完了 ────────  ［ミドル］P.127
スキル84 並べ替えで重要なのは「基準」です ────── ［ビギナー］P.128
スキル85 フィルターを駆使してデータを抽出しよう ──── ［ビギナー］P.130
スキル86 フィルターよりも複雑な条件を設定してみよう ───  ［ミドル］P.131
スキル87 ピボットテーブルでカンタン「クロス」集計 ─  ［エキスパート］P.132
スキル88 グラフィカルな分析ツールを活用しよう ──  ［エキスパート］P.136

スキル89 スライドのデザインを決めて作成しよう ───── ［ビギナー］P.141
スキル90 スライドの縦横比を変えるワザ ─────────  ［ミドル］P.142
スキル91 スライドを追加したり削除したり ──────── ［ビギナー］P.143
スキル92  「プレースホルダー」を活用して書式を自由自在！ ─ ［ビギナー］P.144
スキル93 文字の書式をまとめて変えるワザ ───────［ビギナー］P.145
スキル94 行頭記号の種類を変えられますか？ ───────［ミドル］P.146
スキル95 プレゼン時にWebサイトを1秒で表示するリンクワザ
  ───────────────────［エキスパート］P.147
スキル96 行間をそのままにしていませんか？ ───────  ［ミドル］P.148
スキル97 スライドの順序を変更せよと言われたら ──── ［ビギナー］P.149

SECTION 05 表をデータベースとして操作するスキル   P.125

CHAPTER 3 PowerPointの必須スキル P.138

SECTION 01 デザイン性の高いスライドをイチから作るスキル  P.140

〈レベル別
チェックリスト〉
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スキル98 スペルチェックを使えば恥ずかしい凡ミスは防げます
  ──────────────────────  ［ミドル］P.150

スキル99 まずは図形を作成してみよう ───────── ［ビギナー］P.152
スキル100 正円や正方形を描くワザ ───────────  ［ミドル］P.153
スキル101 意外と知らない拡大・縮小の裏ワザ ───────  ［ミドル］P.154
スキル102 「図形のスタイル」でデザインを決める ──── ［ビギナー］P.155
スキル103 図形内に文字を入力して編集する ─────── ［ビギナー］P.156
スキル104 図形同士をつなげる「コネクタ」は移動もラクラク ─  ［ミドル］P.157
スキル105 知らないと恥！　重ね合わせた図形の順序変更 ─ ［ビギナー］P.158
スキル106 図形作成に最も効率のよい「完成品コピー」 ── ［ビギナー］P.159
スキル107 図形を等間隔で並べるには ［配置］ボタンを使いこなせ！
  ──────────────────────  ［ミドル］P.160
スキル108 複雑な図形はグループ化しておくとぐっと扱いやすい
  ─────────────────────［ビギナー］P.161
スキル109 テキストボックスでフリーダムに文字入力 ──── ［ビギナー］P.162

スキル110 まずはSmartArtを挿入してみよう ────── ［ビギナー］P.164
スキル111 SmartArtへの文字入力は2通りある ───── ［ビギナー］P.165
スキル112 SmaartArt作成後に図形を増やしたい ─────［ミドル］P.166
スキル113 スタイル変更でデザインを一発変更 ───────  ［ミドル］P.167
スキル114 箇条書きはSmartArtのほうがプロっぽい ─ ［エキスパート］P.168
スキル115 フローやステップ解説は「手順」を使う ──────  ［ミドル］P.169
スキル116 組織図は「階層構造」でラクラク作成 ──────  ［ミドル］P.170
スキル117  「集合関係」は汎用性の高い図解作成に役立つ ──［エキスパート］P.172
スキル118 コメント付き写真は「図」がめっぽう便利 ─────［ミドル］P.173
スキル119 SmartArtを図形に変換すると思ったとおりに変更できる
  ───────────────────── ［ビギナー］P.174

SECTION 02 図形の挿入と編集のスキル   P.151

SECTION 03 図解（SmartArt）の作成と編集のスキル   P.163
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スキル120 すべてのスライドに会社名を入れるワザ ──── ［ビギナー］P.176
スキル121 スライド番号を自動挿入する ───────── ［ビギナー］P.177
スキル122 会社のロゴをすべてのスライドに入れてと言われたら
  ──────────────────────  ［ミドル］P.178
スキル123 マスターを理解して全スライドの編集を効率化しよう
  ──────────────────────［ミドル］P.179
スキル124 オリジナルのテンプレートを作れたらエキスパート確定
  ───────────────────  ［エキスパート］P.181
スキル125 作ったけど見せないスライドは「非表示」に指定 ──  ［ミドル］P.182
スキル126 グレースケール表示でモノクロ印刷の状態を確認する
  ──────────────────────  ［ミドル］P.183

スキル127 Excelから貼り付けたグラフは“魅せ方”で勝負 ──  ［ミドル］P.185
スキル128 プレゼンシナリオは「ノート」に入力 ───────  ［ミドル］P.186
スキル129 スライド切り替えには動きや音を付けられる ────  ［ミドル］P.187
スキル130 アニメーションとは「動き」「表示順」のこと ────  ［ミドル］P.188
スキル131 時間差アニメーションで発表時のストレスを減らす
  ───────────────────  ［エキスパート］P.189
スキル132 グラフアニメーションは「系列別」か「項目別」か ──  ［ミドル］P.190
スキル133 スピーカービューを使いこなして極上プレゼンを！（2013のみ）
  ──────────────────────  ［ミドル］P.192

スキル134 パスワードと暗号化 ──────────────  ［ミドル］P.197
スキル135 ファイルに潜む個人情報は「ドキュメント検査」で漏洩ストップ
  ───────────────────  ［エキスパート］P.198

SECTION 05 プレゼンに必須のパワポスキル P.184

SECTION 04 スライド全体を管理するスキル  P.175

SECTION 01 ファイルの管理とセキュリティのスキル   P.195

CHAPTER 4 ファイル管理とセキュリティの必須スキル P.194〈レベル別
チェックリスト〉
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スキル136 ファイルを共有しよう ─────────────  ［ミドル］P.199
スキル137 アプリ間の連携では「貼り付け」方の違いにご注意！
  ───────────────────── ［ビギナー］P.200
スキル138 今やビジネスのスタンダード、PDFファイルの作成
  ───────────────────── ［ビギナー］P.201
スキル139 社内で利用するひな形はオリジナルテンプレートで保存すべし
  ──────────────────────［ミドル］P.202
スキル140 Webに保存して出先でファイルを活用 ───  ［エキスパート］P.203

 索引 ──────────────────────── P.205



014

Word、Excel、PowerPointは「Microsoft Office」という統合ソフトの1つで、
共通の操作も多いです。まず、起動・終了方法を学びましょう。起動はOSによって、終了は
バージョンによって違います。次に、これらのソフトは「リボン」という共通のインターフェイ
スによって操作します。初めて触れる方はまずリボンの操作方法をマスターしましょう。

Word・Excel・PowerPointの
基本操作

起動［Windows 8.1の場合］

起動［Windows 8の場合］

1マウスを動かすと表示さ
れる左下の矢印をクリック

1タイルの
ない箇所

で右クリック

2アプリ一覧を右にスクロールして、［Word（またはExcelまた
はPowerPoint） 2013（または2010）］をクリックして起動

3アプリ一覧を右にスクロールして、［Word
（ またはExcelまたはPowerPoint） 

2013（または2010）］をクリックして起動
2アプリバーの
［すべてのア

プリ］をクリック
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起動［Windows 7の場合］

終了［バージョン2013の場合］

終了［バージョン2010の場合］

1右上の［閉じる］
ボタンをクリック

1［ファイル］タブをクリック

1［スタート］ボタ
ンをクリック

3［Microsoft Offi  ce］をク
リック

2スライド作成をしていない場合
はPowerPointが終了

2［終了］を選択

3スライド作成をしていない場合
はPowerPointが終了

2［すべてのプログ
ラム］を選択

4［Microsoft Word（またはExcelまたはPowerPoint） 2013（ま
たは2010）］をクリックして起動
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ボタンによっては上または下のクリックで操作が
分かれているものもあります❶。多くは、下側をク
リックすると詳細を設定できます。

上下に分かれたボタンもあるPOINT

●❶

リボンの操作

2機能を実行するには、
リボンのタブをクリック

1ここが
リボン

3タブは共通するグルー
プでまとまっている 4ボタンをクリックすると、さらに詳細が

表示されて、選択すると実行される
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リボンのグループの右下に表示される［ダイアログボックス起動ツール］をクリックすると❶、
該当するグループの機能をまとめて設定できるダイアログボックスが表示されます❷。

選択するオブジェクトによっては、そのオブジェクト専用のタブが新たに表示されます。図で
は、SmartArtを選択しているため、SmartArt専用の［デザイン］［書式］タブが表示されます❶。

ダイアログボックスの表示

オブジェクトを選択したらタブ名が変わった

POINT

POINT

●❶

●❷

●❶
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Wordの
必須スキル

CHAPTER  1

レベル別チェックリスト

□ 文書の余白と行数を設定できる ───────────────── P.021
□ 適切なテンプレートを探せる ────────────────── P.022
□ 予測変換を使いこなして効率よく入力できる ──────────── P.024
□ 5W2Hを段落番号を用いて簡潔に入れられる ─────────── P.025
□ タイトルをフォント設定で目立たせられる ────────────── P.026
□ 書式を効率よくコピーできる ────────────────── P.028
□ 行間を調整して文書を読みやすくできる ────────────── P.029
□ 箇条書きの行頭記号を文書に合わせて適切に変更できる ────── P.030
□ 表を挿入できる ──────────────────────── P.035
□ 切り取り線を段落罫線を使って引ける ─────────────── P.036
□ 表のセル入力を.キーを使って効率よく行える ────────── P.037
□ 表の列幅と行の高さを変更できる ──────────────── P.038
□ 表にあとから行や列を追加できる ──────────────── P.039
□ 右揃え、中央揃えなどの文字の配置を変更できる ────────── P.046
□ 画像を挿入できる ─────────────────────── P.049
□ 画像の縦横比を変えずにサイズを変更できる ─────────── P.050
□ 画像と文字の位置を「折り返し」で調節できる ─────────── P.051
□ 自動でページを付けられる ─────────────────── P.067

［ ビギナー ］ Fo r  Beg i n ne r
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□ 時候のあいさつや感謝の言葉を適切に挿入できる ───────── P.023
□ 文章のアタマの字下げなどでインデントを活用できる ──────── P.031
□ 表のスタイルを利用して見た目をすばやく整えられる ──────── P.042
□ セルの文字を縦書きにできる ────────────────── P.043
□ 線の種類を変更できる ───────────────────── P.044
□ 暗い画像を明るく加工できる ────────────────── P.052
□ 画像を切り取る「トリミング」が行える ─────────────── P.053
□ 画像に枠や視覚効果を与えて見た目を整えられる ───────── P.054
□ 文言を一気に置き換えられる ────────────────── P.063
□ すべてのページに会社のロゴを入れられる ──────────── P.066
□ 自動で目次を作成できる ──────────────────── P.069

［ ミドル ］ Fo r  M i d d l e

□ ルーラーを使いこなして文書の配置を整えられる ────────── P.032
□ タブを使いこなして文字列の位置を揃えられる ─────────── P.033
□ セルの結合や分割を使いこなして表の体裁を整えられる ─────── P.040
□ 表をバランスよく配置できる ────────────────── P.047
□ ファイルサイズを「画像の圧縮」で小さくできる ─────────── P.055
□ 写真の背景を削除できる ──────────────────── P.056
□ ワードアートを活用してタイトルにインパクトを出せる ──────── P.057
□ 同じ文書の宛名だけ変えて次々と差し込み印刷できる ──────── P.060
□ ラベルシールに印刷できる ─────────────────── P.062
□ 長文の書式をスタイルで整えられる ─────────────── P.064
□ カッコいい表紙をつけられる ────────────────── P.068

［ エキスパート ］ Fo r  E x pe r t
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劇 的 にプレゼンが 変 わ る!
目からウロコのテクニックが満載
ちょっとしたPowerPointのテクニックで、いつものプレゼ
ンが劇的に変わります。たとえばスライドがゴチャゴチャし
ている場合、「4分割は魔法のレイアウト! 4つに区切れば
必ずスッキリする」のように、本書は“今日から使える”75
個ものテクニックを紹介。スライドデザイン／文字／色使
い／表／グラフ／図解／写真・イラスト／動き／プレゼン
本番のカテゴリで、それぞれ使えるテクニック・押さえてお
くべきポイントを解説します。

魅せるPowerPoint
テクニック

マイナビ出版
野々山美紀（著者）
240 ページ
価格：2,138 円（PDF）

プレゼン
テーション

企画立案やスライド作成など、
ブレゼンを行う前に検討すべきポイントを解説

Excelの機能をフル活用して効率
化＆高速化！
請求書を発行したり、売上管理を行ったりと、仕事のさま
ざまなシーンで使うエクセルは、煩雑で時間がかかる作業
が多いもの。でもエクセルには、そうした面倒な作業を効
率化する機能がたくさん用意されているのです。本書は「複
数シートを別々に作業するのが大変」「表の体裁をすばや
く整えてスッキリ見せる」「ピボットテーブルでパパッと集計
する」などのシーンに分けて、身につければ作業時間を減ら
せる時短テクを解説します。

テキパキこなす！ 
ゼッタイ定時に帰る 
エクセルの時短テク121 
インプレス
尾崎裕子・タトラエディット（著者）
128 ページ
価格：972 円（PDF）

表計算・
ワープロソフト

すぐに試したい
時短テクニック

を

数多く用意。面
倒な作業を

効率化しよう

とっつきやすいイラストで、読み手の理解をサポート!

スライド作りの
カギは、

レイアウト、カ
ラーリング、

図解作成



資料の見栄えがアップ ! 
幅広く役立つWord 解説書
表計算・
ワープロソフト

Excelデータ分析の手法を
わかりやすく解説 !

表計算・
ワープロソフト

広告のプロが明かす
プレゼンが“通る”理由
プレゼン
テーション

Access 2016を初歩から
幅広く理解できる1冊 !

初心者にもわかりやすく
Access VBAを網羅的に説明

Access・
FileMaker
ほか

複雑な計算はExcel 任せ !
実務に統計の手法を活かす
表計算・
ワープロソフト

速効 !ポケットマニュアル
 Word 基本ワザ＆仕事ワザ
2016＆2013＆2010＆2007

Word を使い、いかにして相手に伝わる文書にす
るか、魅せるデザインに仕上げるか……。それに
はセンスが必要に思われるかもしれませんが、実
はちょっとしたコツで見栄えのいい資料が作成で
きるようになります。 

マイナビ出版
速効 !ポケットマニュアル編集部（著者）

192ページ　価格：842 円（PDF）

Excel2013/2010 限定版
データを「見える化」する
Excelデータ分析大事典

社内で埋もれている大量のデータは、可能性を秘
めています。何らかの法則を引き出せれば、厳し
い競争から抜け出すチャンスになります。本書は
主にピボットテーブルとグラフを駆使して、新たな
分析手法を実行します。

シーアンドアール研究所
寺田裕司（著者）

312ページ　価格：2,722 円（PDF）

プロフェッショナルプレゼン。
相手の納得をつくる

プレゼンテーションの戦い方。
博報堂の名クリエイティブディレクターが、35 年
のキャリアで培ったプレゼンの方法を公開。「フ
レーズ主義」の企画書、「シンボリックデータ」
の使い方など、納得をつくり出すプレゼンのやり
方を書き下ろしました。

インプレス
小沢正光（著者）

208 ページ　価格：1,337 円（EPUB）

速効 !図解 
Access 2016 総合版
Windows 10/8.1/7 対応

Access は概念が難しいソフトです。本書は用語
の意味から解説し、データベースの基本が理解で
きます。テーブルの設計・作成をはじめ、クエリ、
フォーム、レポート、マクロの作成・応用まで順
を追って説明しています。

マイナビ出版
国本温子（著者）

496 ページ　価格：2,138 円（PDF）

Access VBA 逆引きハンドブック

Access VBA の機能を目的から探せる「逆引き」
構成になっている一冊です。各機能は豊富なプロ
グラミング例を使い、初心者にもわかりやすく、
かつ網羅的に解説しました。Access VBA の基
礎についても説明しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

873 ページ　価格：3,694 円（PDF）

できるやさしく学ぶExcel 統計入門
難しいことはパソコンにまかせて仕事
で役立つデータ分析ができる本

統計は「難しそう」と敬遠されがちですが、複雑
な計算はパソコンが行ってくれます。そこで本書
は、問題解決のために何をすべきか、どういう手
法で統計の結果を求めるかを豊富な図解とイラス
トで丁寧に解説します。

インプレス
できるシリーズ編集部（編集）、羽山博（著者）

240 ページ　価格：1,620 円（PDF）
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