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コラム
もっと詳しく知りたい方へ、スキルアップ
やトラブル解決の知識を紹介します。

本書の使い方
◎ 1項目1ページで、みんなが必ずつまづくポイントを解説。
◎ タイトルを読めば、具体的に何が便利かがわかる。
◎ 操作手順だけを読めばササッと操作できる。
◎ もっと知りたい方へ、補足説明とコラムで詳しく説明。

タイトルと解説
具体的にどう活用す
るか、どう便利なの
かがわかります。

操作手順
番号順にこれだけ読
めば1～2分で理解
できます。

バージョン解説
Excelのバージョン
によって操作が違う
場合、その手順を紹
介します。

補足説明
知っておくと便利な
ことや注意点を説明
します。

※ここに掲載している紙面
はイメージです。実際のペー
ジとは異なります。

スキルアップ トラブル解決
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サンプルデータのダウンロード

※以下の手順通りにブラウザーのアドレスバーに入力してください。

URL： https://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839959579.html

Windows 10の場合
ブラウザー（ここではMicrosoft Edge）を起動1

ここをクリックし
て上記URLを入力し、
Eキーを押す

2

画面をスクロールし、「サ
ンプルデータのダウンロード
はこちら」のリンクをクリック

3

ダウンロー
ドが終了した
ら［開く］をク
リック

5

フォルダー
ウインドウが開
くので、ファイ
ルをクリック

6

展開したい場
所（ここでは［デ
スクトップ］）を
クリックすると
展開が始まる

7

ファイルが展
開された。ダブル
クリックすると、

8

章 ごとに 分 か
れたサンプルデー
タが表示される

9

［保存］をクリック4

※次ページの下の2つの
コラムもお読みください
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ファイル名はページ左上の「No.」の
番号と一致しています。例えば「002
〜.xlsx」というファイル名は「No.002」
で使うサンプルです。「002a〜.xlsx」
のように末尾に「a」「b」などの英字が付
く場合は、ファイルが複数用意されてい
ます。なお、内容によってはサンプルが
ないものもあります。

サンプルファイルを開くと、通常
は［保護ビュー］で開かれ、［ウイルスに
感染している可能性があります］と表示
されます。これは実際に感染している
かどうかに関わらず警告として表示さ
れるメッセージです。［編集を有効にす
る］をクリックしてご使用ください。

Windows 8.1/8/7/Vistaの場合

ブラウザー（ここではInternet Explorer）を起動1

ここをクリックして前ページの
URLを入力し、Eキーを押す
2

画面をスクロールし、
「サンプルデータのダウ
ンロードはこちら」のリ
ンクをクリック

3 ［名前を付け
て 保 存］（Vista
では［保存］）を
クリック

4

保存したい場所
（ここでは［ デスク
トップ］）をクリック

5 ［保存］をクリッ
クするとダウンロー
ドが始まる

6 ダウンロードが終わるのを待っ
て［ファイルを開く］をクリック
7

表示されたフォルダーをクリック8
［展開］タブを

クリック（8.1/8
の場合）

9 ［すべて展開］をクリッ
ク（7/Vistaでは［ファイ
ルをすべて展開］）

10

展開された。ダブルクリックして開く12

［展開］を
クリック

11
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上司や取引先など、ビジネスの場面
でExcel文書のやり取りがある場
合、ブック（ファイル）やシートの管
理は欠かせません。必要な情報を的
確に届けるためにも、ブックやシー
トのキホンをはじめ、非表示にした
り改ざんを防いだりする方法を覚え
ておきましょう。

ブックとシートを
自在に操る基本ワザ

第 1 章
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ワ
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第
１
章

クイックアクセス
ツールバー
よく行う操作をボタン
として登録できます。

タイトルバー
ここにブックの
ファイル名が表
示されます。

［ファイル］タブ
複数あるタブの中でもファ
イルの保存、印刷、設定が
行える特別なタブです。

Excelを使いこなす前に画面や
「ブック」「シート」を理解!

Excelを便利に活用したいなら、まずExcelの基本的な画面構成を把握
しておきましょう（ここではExcel 2016の画面を例に解説）。また「ブッ
ク」「シート」の関係についてもしっかりと理解しておきたいところです。

001
No.

Excelの基本画面をチェックしよう

ブックとシートの関係とは?

タブ
各タブごとに
操作が目的別
にまとめられ
ています。

グループ
各タブで行える
操作はグループ
別に配置されて
います。

リボン
Excelで行う
操作を選択で
きます。

シート
表やグラフな
どをここに作
成します。

ステータスバー
操作の説明やシートの
状態を確認できます。

画面表示ボタン
画面の表示方法を［標
準］［ページレイアウト］
［改ページプレビュー］
から選べます。

表の1枚1枚をシート（Sheet）
またはワークシートと呼びます。

Excelファイルのことを
ブック（Book）と呼びます。

1枚あるいは複数のシートを
ブックでまとめられます。

ズーム
スライダー
シートを拡大・縮
小表示できます。
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セル
各マス目にデー
タを入力します。

名前ボックス
アクティブセル
のセル番地（こ
こでは「B2」）を
表示します。

列
縦方向の並びの
ことで、「A」「B」
「C」といった「列
番号」でセルの
位置を示します。

数式バー
アクティブセル
に入力したデー
タや数式を表示
します。

行
横方向の並びの
ことで、「1」「2」
「3」といった「行
番号」でセルの
位置を示します。

フィルハンドル
ドラッグすると
データのコピー
や連続データの
入力ができます。

ポインター
マウスで操作す
る箇所を示しま
す（形状は場面
によって変わり
ます）。

アクティブセル
の行番号です。

アクティブセルの列番号です。

セル番地
行番号と列番号でセルの位置を示します
（この場合は「A7」になります）。

アクティブセル
太枠で囲まれた操作対象のセルのことです。

セルの構造を知っておくことが
データ入力の第一歩

Excelでは「セル」（マス目）にデータを入力して情報を管理することにな
ります。その構造を理解しておくことはExcelを活用する第一歩といえ
るでしょう。特に「行」「列」の関係は間違えないようにしてください。

002
No.

セルの構造を知っておこう

アクティブセルと入力データ

001 

ブ
ッ
ク
と
シ
ー
ト 

─ 

002 

セ
ル
の
構
造
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第
１
章 取引先から古いバージョンの

Excelファイルを渡されたら?
Excel 2003以前で作成されたブックは、xls形式のファイルになりま
す。ほかのバージョンのExcelでも開けますが、データを編集した際は
2016/2013/2010/2007のxlsx形式に変換する手もあります。

003
No.

2003以前のExcelで作られたブックを保存し直す方法

ブックの修正後は古いxls形式でも保存できま
すが、2003以降の新しい機能を使った場合は、
互換性チェックの画面で❶、［検索］をクリック
し❷、機能を削除してから保存しましょう❸。

古いxls形式のまま保存したい場合
スキルアップ

❶

❷

❸

古い形式のファイル
を開くと［互換モード］
と表示される

1

古い形式はシートのサイ
ズが256列/65536行までと
いったさまざまな制限がある

2

新しい形式に変換するに
は［ファイル］タブ（2007は
［Offi  ce］ボタン ）をクリック

3

［情報］を選択（2007以外）4

［変換］をクリック5

［OK］をクリック6
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第
１
章仕事で渡すExcelファイルは

シート見出しの名前や色を修正
上司や取引先にExcelファイルを送る場合は、求める情報がすぐ見付かる
よう配慮したいもの。シート名を「Sheet1」のままにせず、わかりやすく
修正しましょう。必要に応じてシート見出しの色を変えるのも手です。

004
No.

シートの名前をわかりやすく変更

シート見出しに好みの色を付ける

003 

旧
バ
ー
ジ
ョ
ン 

─ 

004 

シ
ー
ト
見
出
し

シート見出し
を右クリック
1 ［シート見出し

の色］を選択
2

シート見出しをダブル
クリック
1

わかりやすい名前を入
力したらEキーを押し
て変更する

2

好みの
色を選択
3



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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1 2
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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