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Section 
重要度

Chapter 3

同じ数式を何度も入力する場合は数式をコピーできます。隣接するセルにコピーするにはオートフィルを利用しま
しょう。なお、数式をコピーすると、数式の中で参照されているセル番地も、コピー先のセルに合わせて相対的に
移動します。

数式をコピーしてみよう

相対参照33

フィルハンドルに
ポインターを合わせる
ここでは、E5のセルに「サイド
テーブル」の3カ月の売上が合
計されています。同様にしてほ
かの商品の売上を効率よく合
計するために、E5のセルの数
式をコピーしましょう。E5のセ
ルを選択し❶、右下のフィル
ハンドル にポインターを合
わせます❷。

1

フィルハンドルを
ドラッグする
そのまま下へドラッグします
❸。

2

［コピー］と［貼り付け］を使う
E5のセルを選択した後、［ホーム］タブ
を選択して［クリップボード］グループ
の［コピー］ボタン をクリックし、E6
からE8までのセル範囲を選択した後、
［貼り付け］ボタン をクリックしてもか
まいません。

HINT

❶数式を入力したセルを
クリックし、

❷ここにポインターを
合わせます。

❸下へドラッグします。

速効！図解シリーズの使い方・読み方
まずは、速効！図解シリーズの上手な使い方・読み方を紹介していきましょう。“パソコンやアプ
リケーションの操作を覚えたい”という思いは一緒でも、人それぞれで知りたい事柄や理解し
やすい覚え方は少しずつ違うものです。そこで、速効！図解シリーズでは、人によって異なるニー
ズに応えるためにいろいろな使い方・読み方ができるようになっています。あなたにあった使い
方・読み方で、素早く・効率的にパソコンやアプリケーションの操作をマスターしましょう。

左ページツメ
各Chapterのタイトルが入ってい
ます。

本文
流れに沿ってスムーズに理解で
きるように、丁寧な文章で操作の
仕方を解説しています。文中の 
❶の数字は「操作手順」の番号
と連動しています。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがってここ
だけを読み進んでも、操作の仕
方がわかるようになっています。

Sectionタイトル
各Sectionは目的別に構成されて
いるので、やりたいこと・知りたい
ことを簡単に探せます。

重要度
＊の数で重要度を表わしています。「＊＊＊」がもっ
とも基本的な項目で、「＊＊」「＊」と＊の数が少なく
なるほどより進んだ使い方の項目になっています。

機能・操作タイトル
そのSectionで使う機能
や操作の名前です。
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数式がコピーされた！
E5のセルに入力されていた数
式がコピーされ、セルに計算
結果が表示されました❹。

3

セル番地が相対的に
コピーされた！
コピーされた数式を確認しま
す。E6のセルをクリックし❺、
数式バーを見ると、セル番地
が相対的に移動して、SUM関
数の合計範囲がB6からD6まで
のセル範囲を正しく参照してい
ることがわかります❻。

4

［オートフィルオプション］ボタン
オートフィルで数式をコピーしたり、連
続データを作成したりすると、［オートフ
ィルオプション］ボタン が表示され
ます。これはコピーされた結果を変更し
たい場合に利用します。変更がなければ
無視しておいてかまいません。

HINT

アクティブセルに合わせて数式中で参照
しているセル番地が相対的に移動するこ
とを相対参照と言います。たとえば、C1
のセルにA1のセルとB1のセルを合計
する数式を入力し❶、C1のセルの内容
を1つ下にコピーすると❷、コピーされ
たC2のセルでは、A2のセルとB2の
セルを合計する数式となります❸。

相対参照の仕組みPOINT

❹数式がコピーされ、
計算結果が表示されました。

❺ここをクリックすると、 ❻「スライド棚」の金額を
正しく合計していることがわかります。

❶A1のセルとB1のセルの合計を求める数式を、

❸A2セルとB2セルの合計を求める数式になります。

❷下にコピーすると、

● その1 ●

最初からすべてのSectionを
順番に読んで完全マスター

本書は、基本的に見開き2ページ
で完結する各Sectionで構成され
ています。Sectionを最初から順
番に読み進んでいけば、無理なく
スムーズに操作をマスターするこ
とができます。

● その2 ●

重要度「＊＊＊」だけを読んで
基本操作を短時間マスター

本書では、各Sectionごとに＊の
数で表した重要度を付けていま
す。もっとも基本的な「＊＊＊」 
のSectionだけを読んでいけば、
短時間で基本操作がマスターで
きます。

● その3 ●

やりたいこと・知りたいことだけを
読んで効率的にマスター

本書の各Sectionは目的別に構成
されています。自分のやりたいこ
とや知りたいことだけを探して読
んでいけば、効率的に操作がマス
ターできます。

速 効 ！ 図 解 シ リ ー ズ の 使 い 方

右ページツメ
機能や操作の名前で必要なSection
が探せます。

コラム
本書には以下の4種類のコラムが用
意されています。本文と併せてこれら
のコラムを読むことで、より幅広い知識
が身に付きます。

HINT

一歩進んだ使い方や役立つ情報、別
の操作法などを紹介しています。

KEYWORD

知っておきたい用語をわかりやすく説
明しています。

NEW

新機能や、バージョンによる違いにつ
いての説明です。

POINT

操作のポイント・意味や間違いやすい
点、関連知識などを紹介しています。
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010

0
Excelはこんなことができる

Excel 2013の概要01

Excelは表計算ソフトです。ではExcelを使うとどんなことができるのでしょうか？ ここでは、Excelでできるこ
とと、Excelを使うとどの点が便利になるのかを紹介します。

今まで手書きやワープロソフトで作成
していた表が、Excelを使うと簡単に
作成できます。

Excelで作成した表では、集計や複雑な
計算も簡単に行えます。また、一度数
式を入れておけば、データを修正した
ときに自動で計算しなおしてくれます。

表を作る

計算する
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E
xcel 2013

の
概
要

Sec 01

Excelでは、大量のデータの管理も簡
単です。表から必要なデータだけを抽
出したり、見やすいように並べ替えた
りできるほか、データを多角的に分析
するピボットテーブルを作成すること
もできます。

Excelの表があれば、すぐにその内容
をグラフで表示できます。Excel 2013
では、さまざまな種類のグラフを作成
でき、色やデザインも豊富です。

データベースとして利用する

グラフを作る

Office 2013を利用するには、下表のような環境が必要になります。

Office 2013の利用に必要な環境とはHINT

OS Windows 7以降、Windows Sever 2008 R2以降
本体 1GHz以上のx86プロセッサ搭載マシン
メモリ 1GB RAM（32ビット）、または2GB RAM（64ビット）
ハード ディスク 3.5GB
ディスプレイ 1,024×576ピクセル以上の解像度
ディスク装置 DVD-ROMドライブ
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012

0

Excelが起動した！
Excelが起動しました❸。

Excelを起動・終了してみよう

起動・終了02

Excelの起動と終了の方法を見てみましょう。方法はいくつかありますが、Windows 8以降では基本的に、起
動は［スタート］画面から行い、終了は、［閉じる］ボタンで行います。

［スタート］画面を
スライドする
さっそくExcelを起動してみまし
ょう。Excel 2013のタイルを表
示するため、［スタート］画面を
右にスライドします❶。［Excel 
2013］のタイルをクリックしま
す❷（［スタート］画面に［Excel 
2013］のタイルがない場合は
次ページ「HINT」参照）。本書
では、「Windows 8.1 Update」
を利用した場合の起動方法を
紹介しています。Windows 7
を利用している場合は、下記
の「HINT」を参照してください。

1

Excelの起動

2

Windows 7で
Excel 2013を起動する
Windows 7の場合は、［スタート］ボタ
ンをクリックし、表示される［スタート］
メニューの［すべてのプログラム］をク
リックします。メニューの表示が切り替
わったら、［Microsoft Office 2013］→
［Excel 2013］の順にクリックします。

HINT

❸Excelが起動しました。

❶ ［スタート］画面を右に
スライドします。

❷ ここをクリックします。
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起
動
・
終
了

Sec 02

［閉じる］ボタンから
Excelを終了する
Excelを終了するには、ウィン
ドウ右上の［閉じる］ボタン
をクリックします❶。

1

Excelの終了

❶ここをクリックします。

しばらくほかの作業をし、あとでExcelでの作業を再開したいときは、その都度Excelを終了すると、また起動しなければならず面倒です。
その場合は、Excelの［最小化］ボタン をクリックして❶、ウィンドウを最小化しておけば邪魔になりません。Excelを再度使うときに
なったら、画面下にあるタスクバーのExcelのアイコンをクリックすれば元に戻ります❷。

しばらく作業しないときは最小化しておく

❶ここをクリックすると
最小化できます。

❷ここをクリックすれば
元に戻ります。

HINT

Microsoft Office 
Backstageビュー

［ファイル］タブをクリックすると表示さ
れる画面のことです。ファイルの基本操
作や印刷、Excelのオプション設定など
をMicrosoft Office Backstageビューで
操作します（Section 08参照）。

KEYWORD

［スタート］画面には、必ずしもすべてのアプリケーションが表示されるわけではありません。［Excel 2013］が表示されていないときは、［ス
タート］画面のタイルの右下にポインターを移動すると表示される↓をクリックします❶。するとインストールされているアプリケーションが
名前順に一覧表示されます。［Microsoft Office 2013］の［Excel 2013］をクリックしましょう❷。

［スタート］画面に［Excel 2013］がない場合HINT

❶ここクリックして、 ❷ここをクリックします。
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014

0
ブックとシートの関係を覚えよう

ブックとシート03

Excelではファイルを「ブック」と呼び、その中の1枚1枚の表を「シート」と呼びます。ブックとシートの関係は、バ
インダーとその中に綴じてある書類に似ています。複数のシートをまとめて1つのブックで管理できます。

シート（Sheet）とは

1枚の表がExcelの「シート（Sheet）」に当たります。

シートにデータを入力するには、入力したい
シートを切り替えて手前に表示します。シー
トを切り替えるには、シート見出しのタブ部
分をクリックします。ここでは、「Sheet1」
が表示されていますが❶、「Sheet2」と書
かれたタブをクリックすると、「Sheet2」が
一番前に表示され、「Sheet2」を編集でき
るようになります❷。

シートを切り替える

❶Sheet1が表示されています。 ❷ここをクリックすると、
Sheet2が表示されます。

HINT
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ブ
ッ
ク
と
シ
ー
ト

Sec 03

ブック（Book）とは

新しいブックでは、既定でシートが1枚表示されますが、初期設定を変えればこの枚数を変更できます。［ファイル］タブをクリックして表
示されるBackstageビューで［オプション］をクリックし、表示される［Excelのオプション］ダイアログボックスで、［基本設定］を選択
します❶。続けて［ブックのシート数］の数値を変更し❷、［OK］ボタンをクリックします❸。次にブックを新規作成したときから、シートの
枚数が設定したとおりに変更されます❹。なお、現在のブックにシートを追加する方法はSection 12を参照してください。

ブックに表示されるシート数を増やすHINT

❹新しいブックには6枚のシートが表示されます。

❶ここを
クリックし、

❷ここの数を「6」に変更して、 ❸ここをクリックします。

1枚あるいは複数のシートをまとめた
ものを「ブック（Book）」と呼びます。
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016

0

ステータスバー
操作の説明やシートの状態が
表示されます。

画面表示ボタン
作業に応じて画面の
表示モードを切り替えます。

ズームスライダー
シートの表示倍率を
変更できます。

Excelの画面を構成する
各部の名称と役割を覚えよう

画面の構成04

操作をスムーズにマスターするには、正しい名称を覚えておくことが欠かせません。Excelの基本画面について、
各部の名称を確認しましょう。合わせて「セル（マス目）」の構造も理解しておきます。

Excelの基本画面

［ファイル］タブ
タブの中でも、ファイルの
基本操作や印刷を行うときに
クリックします。

タブ
目的の操作を
行うときに
クリックします。

クイックアクセスツールバー
よく使う操作を登録できます。

タイトルバー
ブックのファイル名が
表示されます。

リボン
ここからExcelの操作を
選びます。

シート
Excelで表やグラフを
作成する領域です。

グループ
操作はいくつか
のグループに分
類されています。
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画
面
の
構
成

Sec 04

セルの構造

操作を行うセル

Excelを起動した直後に新しいシートを表
示するには、［ファイル］タブをクリックし
て表示されるBackStageビューの［オプ
ション］をクリックし、表示される［Excel
のオプション］ダイアログボックスで、［基
本設定］を選択します❶。［起動時の設定］
で［このアプリケーションを起動時にスタ
ート画面を表示する］のチェックを外して
❷、［OK］ボタンをクリックします❸。

Excelの起動直後に
新規シートを表示するHINT

セル
マス目のことです。
ここにデータを入力します。

アクティブセルの行番号は
色が変わります。

ポインター
マウスの場所を示します。
操作によって形が変わります。

名前ボックス
アクティブセルのセル番地が
表示されます。

セル番地
行番号と列番号を組み合わせた「番地」でセルの位置を示します。
B列の3行目なら「B3」となります。

アクティブセル
現在操作の対象となっているセルのことで、
太枠で囲まれます。

列
縦方向の並びのことです。
「A」「B」「C」･･･という「列番号」で
位置を表します。

数式バー
アクティブセルのデータや
数式が表示されます。

行
横方向の並びのことです。

「1」「2」「3」･･･という「行番号」で
位置を表します。

アクティブセルの列番号は
色が変わります。

フィルハンドル
ここをドラッグすると
セルのデータをコピーしたり、
連続データを入力したりできます。

❶ここをクリックして、

❷ここのチェックを外します。

❸ここをクリックして、
設定画面を閉じます。
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018

0
リボンの使い方を覚えよう

リボンの利用05

表を作成したり、データを集計したりするには、画面上部の「リボン」から目的の操作を選びます。すべての操作の
基本となるリボンの使い方を手はじめにマスターしましょう。

タブを選び操作を選択
ここでは、表の見出しが繰り返
し印刷されるように「印刷タイ
トル」を設定してみましょう。［ペ
ージレイアウト］タブをクリッ
クし❶、［ページ設定］グループ
の［印刷タイトル］をクリックし
ます❷。

1

操作が実行された！
印刷タイトルを指定するための
［ページ設定］ダイアログボッ
クスが開きました❸。

2

操作の選択

❶ここを選択して、 ❷ここをクリックします。

❸印刷タイトルを設定するダイアログボックスが開きました。

機能のヒントが表示
リボンでボタンの上にポインターを合わ
せると、機能の説明が表示されます。慣
れないうちは、これを確認してからボタ
ンをクリックすると失敗を防げます。

HINT

ダイアログボックスを
直接表示
リボンの各グループの右下に表示された

ボタン（ダイアログボックス起動ツー
ル）をクリックしてもダイアログボックス
が表示されます。関連のダイアログボッ
クスを、手早く開きたいときに便利です。

HINT
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Excel 2013では、リボンの表示方法を
次の3段階に変更できます。［リボンの
表示オプション］ボタン をクリックし
❶、表示される選択肢から［リボンを自
動的に非表示にする］を選択すると、タ
ブも含めてリボンが非表示になります
❷。この場合、タイトルバーをクリック
すると、一時的にリボンが表示されます。
［タブの表示］をクリックすると、ウィン
ドウにはタブだけが表示されます❸。こ
の場合も、タブをクリックすると一時的
にボタンが表示され、コマンドを選択で
きます。リボンを完全に再表示するには
［タブとコマンドの表示］を選択します❹。

リボンの表示方法を
細かく変更NEW

リ
ボ
ン
の
利
用

Sec 05

［リボンを折りたたむ］
ボタンをクリックする
リボンでは大きな絵と文字の
両方で操作をわかりやすく示
していますが、その分画面で
は領域を取ってしまいます❶。
リボンを使わないときは、最小
化しておくとよいでしょう。そ
れには、［リボンを折りたたむ］
ボタン をクリックします
❷。

1

リボンが最小化された！
リボンが最小化され、タブ項目
だけが表示されました❸。使わ
ないときには、こうして最小化
しておくとシートを広く使えま
す。元に戻すには、いずれかの
リボンのタブをダブルクリック
します。

2

リボンの最小化

❶リボンが場所をとっています。

タブをダブルクリックで最小化
現在選択されているタブをダブルクリッ
クしても、リボンを最小化できます。

HINT

❸リボンが最小化されました。

❷ここをクリックします。

❶ここをクリックします。 ❷これを選択すると、リボン全体が非表示になります。

❸これを選択すると、
タブだけが表示されます。

❹これを選択すると、元のように
リボンが表示されます。



C
hap 1

Excel

の
基
本

Section 
重要度

Chapter 1

020

0

［新規］を選択する
すべてのブックが閉じられた状態のExcelで、新しいブックを作成します。［ファイル］タブをクリックし❶、
Backstageビューで［新規］を選択します❷。［空白のブック］をクリックします❸。

1

新しいファイルを作成してみよう

新規ブックの作成06

Excelではファイルのことをブックと呼びます。新しいファイルを作成するには、新規のブックを作成します。
Excelを起動したままブックだけを閉じる方法も合わせて知っておきましょう。

新規ブックが作成された！
新規ブックが作成されました
❹。タイトルバーを見ると、
「Book1」のように仮の名前が
表示されます。これは保存す
るときにわかりやすい名前に変
更できます❺。

2

新規ブックを作成

❺ブックの名前が表示されます。

❹新規ブックが作成されました。

❶ここを
クリックします。

❸ここをクリックします。

❷ここを選択して、

起動直後はスタート画面になる
初期設定では、Excelを起動するとスタ
ート画面が表示され、最初の操作を選択
する必要があります。新規にファイルを
作成するには、［空白のブック］をクリッ
クします。

NEW
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新
規
ブ
ッ
ク
の
作
成

Sec 06

［閉じる］を選ぶ
現在のブックでの作業が終わ
ってもExcelは終了させたくな
い場合、開いているブックだけ
を閉じます。［ファイル］タブを
クリックし❶、Backstageビュ
ーで［閉じる］を選択します❷。

1

現在のブックが閉じた！
開いていたExcelブックが閉じ
ました❸。

2

ブックを閉じる

新規ブックを作成する際、Microsoft のホ
ームページからさまざまなテンプレートを
無料でダウンロードし、そのテンプレート
を元に新規ブックを作成することができま
す。それには、［オンラインテンプレートの
検索］をクリックし、キーワードを入力して

キーを押します❶。検索結果が表示
されたら、利用したいテンプレートをクリッ
クし、続けて表示される画面で［作成］ボ
タンをクリックします❷。

ダウンロードしたテンプレートを元にブックを作成する

❶ここにキーワードを入力して、
キーを押します。

❷利用したいテンプレートをクリックし、［作
成］ボタンをクリックすると、テンプレートを
元に新規ブックが作成されます。

HINT

［閉じる］ボタン
画面右上の［閉じる］ボタン をクリッ
クすると、複数のブックを開いている場
合は、現在表示されているブックだけが
閉じます。ブックを1つしか開いていな
い場合は、Excel自体が終了します。

HINT

❶ここをクリックし、 ❷ここを選択します。

❸ブックが閉じました。
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0
ファイルを保存してみよう

ブックの保存07

Excelで表を作成したらファイルとして保存しましょう。最初に保存するときには、ファイル名と保存先を指定しま
す。いったん保存したファイルを開いて編集した場合は、上書き保存を実行するとファイルを最新状態にするこ
とができます。OneDriveにファイルを保存する方法についてはSection 116を参照してください。

［名前を付けて保存］を
選択する
ここでは、作成した表を［ドキ
ュメント］フォルダーに「売上」
というファイル名で保存しま
す。［ファイル］タブをクリック
し❶、［名前を付けて保存］を
選択します❷。［コンピュータ
ー］をクリックして❸、［参照］
をクリックします❹。

1

名前を付けて保存

❶ここをクリックして、

分かりやすい名前を
付ける
表示される［名前を付けて保
存］ダイアログボックスで保存
先のフォルダーに［ドキュメン
ト］が指定されているのを確認
して❺、［ファイル名］に「売上」
と入力し❻、［保存］ボタンをク
リックします❼。

2

ファイルを保存できた！
ファイルが保存されました❽。
タイトルバーには、ファイル名
として指定した名前が表示さ
れます❾。

3

❻ファイルの名前を
入力し、

❼ここをクリックします。

❽ファイルが保存されました。 ❾ここにファイル名が表示されます。

❺保存先のフォルダーを
指定して、

❷ここを選択します。

❸ここをクリックして、

❹ここをクリックします。
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ブ
ッ
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Sec 07

［上書き保存］ボタンを
クリック
いったん保存したファイルのデ
ータを編集後、変更分のデー
タを保存するには、クイックア
クセスツールバーに表示された
［上書き保存］ボタン をクリッ
クします❶。

1

上書き保存された！
特にメッセージなどは出ません
が、データが上書き保存され
ました❷。

2

上書き保存

❷ファイルが上書き 
保存されました。

❶ここをクリックします。

キー＋ キーで上書き保存
キーを押しながら キーを押して

も、上書き保存ができます。また、［ファ
イル］タブをクリックし、［上書き保存］
を選択しても同様です。

HINT

頻繁に使うフォルダーにブックを保存する
場合は、P022の手順1で［コンピューター］
を選択したあと❶、［最近使用したフォル
ダー］を確認しましょう❷。ここには、最
近使用したフォルダー名が表示されます。
保存先として指定したいフォルダーがあれ
ば、一覧からクリックすると、すばやく保
存先フォルダーを指定できます❸。

最近使用したフォルダーに
保存する

HINT

❸クリックすると、そのフォルダーが保存先に選択されました。

❶［コンピューター］をクリックし、 ❷最近利用したフォルダー
一覧がここに表示されます。
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024

保存したファイルを開いてみよう

開く08

Excelファイルを開くには、［ファイル］タブから開く方法と、ファイルのアイコンをダブルクリックする方法があり
ます。なお、Excel 2003以前のファイルを開く方法については、Section 09を参照してください。

［ファイル］タブから
［開く］を選択する
ここでは、［ドキュメント］フォ
ルダーに保存した「売上」とい
うファイルを開いてみましょう。
［ファイル］タブをクリックし❶、
［開く］を選択します❷。［コン
ピューター］をクリックして❸、
［参照］をクリックします❹。

1 ❶ここをクリックして、

❷ここを選択します。

開きたいファイルを 
選択する
表示される［ファイルを開く］
ダイアログボックスで、目的の
ファイルを選択します。ファイ
ルの場所で［ドキュメント］を
指定し❺、「売上」を選択して
❻、［開く］ボタンをクリックし
ます❼。

2 ❺ここでファイルを保存した場所を選びます。

❻開くファイルを選択して、 ❼ここをクリックします。

キー＋ キーで開く
キーを押しながら キーを押して

も、［ファイルを開く］ダイアログボック
スを表示できます。

HINT

起動直後にファイルを開く
Excelを起動した直後に表示されるスター
ト画面でファイルを開くには、画面左側の
［他のブックを開く］をクリックします。

NEW
❸ここをクリックして、

❹ここをクリックします。
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開
く

Sec 08

アイコンを 
ダブルクリックする
Excelが起動していないときは、
ファイルアイコンをダブルクリ
ックして開く方法もあります。
ファイルを保存した［ドキュメ
ント］フォルダーを開き❶、「売
上」のアイコンをダブルクリッ
クします❷。

1

ファイルが開いた！
Excelが起動して「売上」ファ
イルが開きました❸。

2

ファイルが開いた！
選択した「売上」ファイルが開
きました❽。

3

アイコンをダブルクリックして開く

［ファイル］タブをクリックして、［最近使っ
たブック］を選択すると❶、Backstageビ
ューに過去に開いたファイルの一覧が表示
されます。ここからファイル名をクリックす
ると、頻繁に使用するファイルをすばやく
開くことができます❷。なお、この一覧に
表示するファイルの数を変更するには、［オ
プション］を選択し、［Excelのオプション］
ダイアログボックスで［詳細設定］を選択し、
［表示］の［最近使用したブックの一覧に
表示するブックの数］に数字を指定します。

最近使ったファイルをすばやく開くにはHINT

❶ファイルを
保存したフォ
ルダーを開き、

❷アイコンを
ダブルクリッ
クします。

❸ファイルが
開きました。

❶ここをクリックし、

❷ここのファイル名をクリックしてファイルを開けます。

❽ファイルが
開きました。
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下位バージョンのExcelファイルを
操作してみよう

互換モード09

Excel 2007以上のバージョンで作成したブックをExcel 2013で開いた場合、互換性があるため通常どおりに
編集できますが、2013と互換性のない2003形式のブックは「互換モード」で開きます。まだ利用者の残るExcel 
2003とのブックのやり取りについて知っておきましょう。

下位バージョンの 
ファイルを開く
Excel 2003で作成したブック
「売上管理」を開きましょう。［フ
ァイル］タブをクリックし、［開
く］を選択します❶。［コンピュ
ーター］をクリックし❷、［参照］
をクリックします❸。

1

Excel 2003形式のファイルを開く

❶ここを選択して、

開きたいファイルを 
選択する
［ファイルを開く］ダイアログボ
ックスが開いたら、ファイルの
場所を指定し❹、「売上管理」
を選択して❺、［開く］ボタンを
クリックします❻。

2

ファイルが開いた！
「売上管理」ファイルが開きま
した❼。タイトルバーには［互
換モード］と表示されます❽。

3

❹ファイルを保存した 
場所を選択します。

❻ここをクリックします。

❺2003で作成した
Excelファイルを選択し、

❼Excel 2003のファイルが 
開きました。

❽［互換モード］と 
表示されます。

❷ここをクリックします。

❸ここをクリックします。
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❼ここをクリックします。

互
換
モ
ー
ド

Sec 09

97-2003形式で保存
［名前を付けて保存］ダイアロ
グボックスで、保存先フォル
ダーを選択します❶、［ファイ
ル名］にファイル名を入力して
❷、［ファイルの種類］を［Excel 
97-2003ブック］に変更し❸、
［保存］ボタンをクリックします
❹。

1

互換性チェック画面が開く
［互換性チェック］ダイアログ
ボックスが表示され、2003に
はない書式や配色が表示され
ないという警告が出ます❺。［続
行］ボタンをクリックします❻。

2

2003形式で 
保存された！
保存したブックをExcel 2003
で開いてみると、Excel 2003
にない機能や書式は再現され
ません❼。なお、ファイルを再
びExcel 2013で開くと、表示
は元通りになります。

3

Excel 2003で利用できるファイル形式で保存する

❺2003にはない機能や配色が
再現されないという警告が出ます。

❼Excel 2003では、
2003にない機能や
書式は再現されず、
近い色に置き換えて
表示されます。

Excel 2003との互換性を保つ必要がなく
なったら、Excel 2013の形式にファイル
を変換すると、使える機能や書式の幅が広
がります。まず、互換モードでファイルを
開いておきます❶。［ファイル］タブをクリ
ックし❷、［情報］を選択します❸。［変換］
をクリックし❹、［名前を付けて保存］ダイ
アログボックスで保存場所❺とファイル名
を指定して❻、［保存］ボタンをクリックし
ます❼。「再度開きますか」というメッセー
ジで［はい］ボタンをクリックすると、変
換されたファイルが開きます。

Excel 2013の
形式にファイルを変換

❻ここをクリックして
保存します。

❺保存場所を指定して

HINT

❸ファイルの保存形式に 
［Excel 97-2003ブック］を 
選択して、

❹ここをクリックします。

❷ここにファイル名を 
入力します。

❶保存先のフォルダーを選択して、

❻ファイル名を入力し、

❶2003で作成したファイルを
互換モードで開きます。

❷［ファイル］タブをクリックし、

❸ここを選択します。

❹ここをクリックし、
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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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