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Chapter 2
Section 

操作のポイント

プレースホルダーに
文字を入力するには

プレゼンテーションを新規に作成す
ると、はじめにタイトルスライドが表
示されます。このスライドに文字を入
力してみましょう。スライドには、文字
を入力するための「プレースホルダ
ー」という枠線が表示されています。
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キーボードから文字を入力する2

プレースホルダーにカーソルを表示する1
★まずはタイトルを入力しましょう。 ❶「タイトルを入力」と表示され

ている部分をクリックします。

❷カーソルが表示され、点線の
枠線とハンドルが表示されます。

❸キーボードからスライドのタイ
トルを入力します。

プレースホルダーを選択して
文字入力
プレースホルダーに文字を入力するに
は、プレースホルダーの枠線をクリック
して選択する方法もあります。このとき、
プレースホルダーに実線の枠線とハン
ドルが表示され、カーソルは表示されま
せんが、プレースホルダー全体が選択さ
れている状態ですので、このまま文字が
入力できます。

本書の使い方・読み方
まずは、サクサクわかる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。本書では、直感的にパソコンや
アプリケーションの操作ができるような構成になっています。操作手順に従っていくだけで、素早く・効率的にパ
ソコンやアプリケーションの操作がマスターできます。

左ページツメ
各Chapterのタイトルが入ってい
ます。

★印の囲み
操作手順の最初に★印が付いた
囲みがある場合は、ここから読み
始めてください。操作を行うにあ
たり、重要な事柄や条件などが
書いてあります。

操作手順
操作の手順を番号付きで紹介し
ています。番号にしたがって操作を
していけば、素早く・簡単に操作
の仕方がわかります。

Sectionタイトル
各Sectionは「～するには」「～と
は」などの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。
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　　　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。
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サブタイトルを入力する3

文字入力の完成！4

❹「サブタイトルを入力」と表
示されている部分をクリックし、
サブタイトルを入力します。

❺Eキーを押すと
改行できます。

プレースホルダーの行揃え
既定ではタイトルとサブタイトル用のプ
レースホルダーは、あらかじめ文字が中
央揃えになるよう設定されています。テ
ーマやレイアウトを指定した場合には、自
動的にそのテーマやレイアウトに合った
文字の配置や書式などが設定されます。

❻2行目のサブタ
イトルを入力し、

❼プレースホルダーの外側をク
リックして、選択を解除します。

入力を間違えたら
入力する文字を間違えた場合は、B

キーまたはRキーを使用して、誤
った文字列を削除して、正しい文字に訂
正します。

文字の「自動調整」機能
入力した文字がプレースホルダーに収
まらなくなると、自動的にサイズや行間
を縮小する「自動調整」機能が働きます
❶。文字を小さくしたくないときは、
Section 22を参考にして、自動調整機
能をオフにしましょう。

❶プレースホルダーに収まらないと、自動的に文字が小さくなります。

　　　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「～するには」「～とは」などの
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。

サ ク サ ク わ か る シ リ ー ズ の 使 い 方

右ページツメ
Sectionのタイトルが入っています。

コラム
本書には以下の6種類のコラムが用意
されています。操作手順と併せてこれら
のコラムを読むことで、より幅広い知識
が身に付きます。

一歩進んだ使い方や役立つ情報など
を紹介しています。

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。

ショートカットや別の操作方法などを紹
介しています。

知っておきたい用語をわかりやすく説明
しています。

新機能やバージョンによる違いについ
ての説明です。

操作を間違えたときなどの対処方法を
紹介しています。

ます。ままままままままままままままままます。す。す。す。

その1 その2
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Chapter 1
Section 

ポイント

プレゼンテーション
プレゼンテーションとは、聞き手に対し
て企画や提案の内容をわかりやすく伝
えることをいいます。また、PowerPoint
ではファイルの1単位のことを“1プレゼ
ンテーション”と呼びます。

PowerPointって
どんなソフト？

PowerPointは説明・交渉・教
育などの場で、訴求力を高める
ためのビジュアルツールとして
活用します。プレゼンテーション
の準備から本番まで総合的に
利用できる便利なソフトです。

01

プレゼンテーションを総合的にサポート1
★PowerPointを利用したプレゼンテーションは、聞き手に対する訴
求力を高め、効果的に内容を伝えることができます。

PowerPoint 2013の
動作環境
Office 2013に含まれるPowerPoint 
2013を利用するには、左のような動作
環境が必要です。

本体 1GHz以上の×86または×64プロセッサ搭載パソコン
メモリ 32ビットでは1GB、64ビットでは2GB以上
オペレーティング
システム

Windows 7以降
Windows Server 2008 R2以降

ハードディスク インストールには3GBの空き容量が必要

ディスプレイ
DirectX 10準拠のグラフィックスカードと
1024×576以上の解像度

会社案内

業務内容

会社概要

会社案内

業務内容

会社概要

会社案内

業務内容

会社概要

会社案内

業務内容

会社概要

会社案内

会社概要

会社案内

要

社案内

スライドスライド

配付資料配付資料

ノート
（発表者用原稿）
ノート
（発表者用原稿）

➡プレゼンテーションでPowerPointを利用するメリット
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Sec 01

★ビジュアル効果の高いスライド
の作成ができます。表やグラフ等
の機能、様々な情報の関係を表す
図解などが簡単な操作で作成で
きる点が便利です。また、作成し
たスライドをプロジェクターを使
って投影し、発表時の視覚ツール
として活用できます。

★スライドをそのまま印刷できま
す。さらに、聞き手に配布する資
料として1ページに複数枚まとめ
て印刷する発表者用のシナリオと
して印刷するなど、様々な印刷形
態を選ぶことができます。また、
作成した文書をPDF形式で保存
することもできます。

★作成したスライドをwmv形式
のビデオファイルとして保存でき
ます。保 存したファイル は、
Windows Media Playerなど
で再生できます。

スライドの作成1

配布資料の作成2

ビデオファイルの作成3

グラフや図表を入れた視覚効果の
高いスライドを作成できます。

ビデオファイルとして
保存し、再生できます。

➡PowerPointで作成できるもの

複数枚のスライドを1ページ
にまとめ、聞き手に配布する
資料を印刷できます。

プレゼンテーション本番で
使用する発表者用原稿を作
成できます。 



012

P
ow
erP
oint

の
基
本
操
作

Chap 1
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Section 

ポイント

図形編集機能の強化

PowerPoint 2013の
新しい機能を知りたい

PowerPoint 2013では、使
い勝手や機能においてさまざ
まな改良が施されました。ここ
では、新機能の中の代表的なも
のを紹介します。

02

スタート画面の改良

★起動直後のスタート画面が改良されました。

★図形の編集機能が強化されました。

❷作成途中の保存済みファイル
をすぐに開いて編集することがで
きます。

❶新しいスタート画面では、さま
ざまな種類のテーマから新しいプ
レゼンテーションを作成できます。

❶図形を組み合わせて［肩抜き/
合成］して、新しい図形を作成で
きます。

❷複数の図形を配置する際のガ
イド機能が強化され、等間隔に並
べるなどの編集が容易になりまし
た。
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スライドショーの強化

複数のユーザーによる同時編集

★スライドショーを実行中の、発表者用ツールが強化されました。

★OneDriveなど、オンラインで保存したファイルを関係
者同士が自由に閲覧したり編集したりすることができます。

❶スライドショー中に特定の箇
所だけ拡大表示できる機能がつ
きました。

レーザーポインター
スライドショー中の強化内容として、レ
ーザーポインター機能が使いやすくな
りました。スライドショー中にペンツー
ルから［レーザーポインター］を選択す
れば、すぐにポインターがレーザーポイ
ンターに変わります。

❶コメント機能を使って、発言の
内容と流れを確認できます。

❷ブラウザーのPowerPoint 
Web Appを使って、複数の関係
者が同時に作業することができ
ます。
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［スタート］画面をスライドする1

［PowerPoint 2013］タイルをクリックする2

PowerPointを
起動・終了するには

プレゼンテーションを作成する
には、まずPowerPointを起
動する必要があります。ここで
はPowerPoint 2013をアプ
リ一覧から選択して起動する方
法と終了の方法を解説します。

03

➡PowerPointの起動

❶［スタート］画面を右にスライドします。

本書では新OSを利用
本書では、Windows 8.1および8を利
用した場合のPowerPoint 2013の利
用方法を紹介しています。別バージョン
のOSを利用している場合は、旧来と同
じ方法で起動できます。

❷［PowerPoint 2013］タイルをクリックします。

［スタート］画面に［PowerPoint 
2013］がない場合
［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。Windows 8.1で
［PowerPoint 2013］が表示されて
いないときは、［スタート］画面の左下
に表示されるボタンをクリックします。
インストールされているアプリケーショ
ンが 表 示されるの で［Microsoft 
Office 2013］ の［PowerPoint 
2013］をクリックしましょう。
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PowerPointが起動した！3

［閉じる］ボタンをクリックする1

❸PowerPointが起動して、 ❹スタート画面が表示されます。

スタート画面
PowerPoint 2013では、起動時にスタ
ート画面が表示されます。スタート画面
から新規プレゼンテーションを作成した
り、最近使ったファイルを開いたりする
ことができます。

➡PowerPointの終了

❶［閉じる］ボタン をクリック
します。スライド作成をしていな
い場合はPowerPointが終了し
て、デスクトップ画面に戻ります。

作成中のファイルを閉じる
PowerPointを終了せずに作成中のプ
レゼンテーションだけを閉じる場合は、
［ファイル］タブのコマンド一覧にある、
［閉じる］を選択します❶。ただし、保存
をしていない場合は、確認のウィンドウ
が表示されますので❷、保存するか否か
を選択します。

❶［閉じる］を選択すると、作成中の
ファイルだけを閉じることができます。

❷保存をしていない場合は、保存するか
否かを指定するウィンドウが表示されます。
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基本画面を
確認しよう

PowerPointの基本画面を確
認しましょう。スライドペインを
中心としてさまざまな機能が効
率よく実行できるように配置さ
れています。

04

➡基本画面構成の確認
★PowerPointの基本の画面構成を確認しましょう。

スライドペイン
スライドを編集するため
のエリアです。

スライドタブ
スライドの縮小イメージを
表示します。

クイックアクセスツールバー
よく利用するボタンを表示します。
追加も可能です。

タイトルバー
作成中のファイル名や起動中の
アプリケーション名が表示されます。

リボン
実行できる機能をタブ
に分けて表示します。

ステータスバー
スライドの枚数や、現在の
作業状態を表示します。

表示モードの切り替えボタン
［標準］［スライド一覧］［閲覧表示］
［スライドショー］を切り替えます。

ズーム
スライドペインに表示するスライド
の表示倍率を変更します。

スライドのサイズが変わった
PowerPoint 2013では、初期設定のス
ライドサイズが従来の4：3から、ワイド
画面に対応した16：9に変更されました。
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ノートペインの領域が表示された!2

★PowerPoint 2013の初期設定では、ノートペインが表示されない
仕組みに変更されました。ノートペインを表示してみましょう。

ステータスバーの［ノート］をクリック1
➡ノートペインを表示する

❶ステータスバーの［ノート］を
クリックします。

［スライド］タブの領域を
広げる
［スライド］タブの領域を広げることがで
きます。［スライド］タブとスライドペイ
ンの境界線にポインターを合わせてド
ラッグすると❶、領域のサイズが変更さ
れます❷。

❶境界線にポインターを合わせてドラッグすると、 ❷領域のサイズが変更されます。

❷ノートペインが表示されまし
た。再び、非表示の状態に戻した
い場合は、ステータスバーの［ノー
ト］をクリックします。
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リボンの操作を
覚えよう

PowerPoint 2013では、旧
2010バージョンのリボン操作
を継承しています。作業内容に
合わせて自動的に変化するリ
ボンはクリックの回数を減らし
操作効率をアップしてくれます。

05

タブ名をクリックする1

コマンドボタンをクリックする2

❸ボタンをクリックすると、さら
に詳細が表示されて機能を実行
できます。

上下に分かれた
コマンドボタンもある
コマンドボタンの種類によっては、上ま
たは下のクリックで操作が分かれてい
るものがあります。下側をクリックする
と詳細を設定して機能を実行できるの
が特徴です。ボタンによっては上下で実行する機能を分けている場合があります。

❶PowerPointで機能を実行する
にはリボンのタブ名をクリックします。

❷タブは共通するグループごと
に表示されます。
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オブジェクトを選択したら
タブ名が変わった
リボンのタブの表示は、選択するオブジ
ェクトによって「コンテキストタブ」と呼
ばれるオブジェクト専用のタブが自動的
に表示されます。表示されるコンテキス
トタブは選択したオブジェクトによって
異なります。

リボンの最小化
リボンは最小化して、画面の表示領域を広げることができます。リボンを最小化するには、リボンの右端に表示される［リボンを折りたた
む］ボタン をクリックするか❶、タブ名をダブルクリックします。リボンが最小化されると、タブ名の一覧だけが表示され、タブ名をクリ
ックすると、リボンの内容が表示される仕組みになっています。再びリボンを表示するには、タブ名をダブルクリックします❷。
また、Office 2013では、タイトルバーに［リボンの表示オプション］ボタン が表示されます。クリックすると❸、リボンの表示方法を選
択できます❹。

ここでは、SMARTARTを選択しているため、SMARTART専用のコンテキストタ
ブが表示されます。

❶ここをクリックします。 ❷リボンが最小化されました。リボンを表示するには
タブ名をクリックします。

❸ここをクリックすると、

❹リボンの表示方法を選択できます。

ダイアログボックスの表示
リボンのグループ名に表示される［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。

❶ここをクリックすると、

❷ダイアログボックスが表示されます。



020

P
ow
erP
oint

の
基
本
操
作

Chap 1

Chapter 1
Section 

操作のポイント

［ファイル］タブを
使うには

［ファイル］タブはPower Pointの詳
細を設定できる便利なタブです。また、
［ファイル］タブでの表示を「Back
stageビュー」と呼び、［ファイル］タブ
以外のタブでスライド編集をする画
面を「ドキュメントビュー」と呼びます。

06

［ファイル］タブをクリックする1

メニューを選択する2

★［ファイル］タブから操作を実行する手順を確認してみましょう。

❶［ファイル］タブを
クリックします。

❷［ファイル］タブが表示され、Backstageビューに切り替わりました。
［情報］メニューが選択され、現在作成中のファイル情報が表示されます。

❸メニュー一覧から設定したい
ものを選択します。

スライドの作成に戻るには
スライドの作成・編集に戻りたい場合は、
ボタンをクリックしてドキュメントビ

ューに戻ります。



021

﹇
フ
ァ
イ
ル
﹈タ
ブ
を
使
う
に
は

Sec 06

詳細を設定する3

❺項目を選択して機能を
実行します。

❹選択したメニューに合わせて
詳細が表示されます。

印刷設定画面は
プレビュー表示で確認可能
［ファイル］タブのメニュー一覧から［印
刷］を選択すると❶、印刷の詳細設定が
できます❷。また、設定した内容に合わ
せてプレビュー画面が表示されます❸。

［アカウント］メニュー
Office 2013では、［アカウント］メニュ
ーが追加されました。［アカウント］メニ
ューでは、「ユーザー情報」の確認や
Officeを使用する際のデザインの変更
などができます❶（サインインしている
場合）。また、使用中のOfficeのバージョ
ン情報の確認もできます❷。

❶［印刷］を選択すると、 ❷ここで印刷の詳細設定ができます。

❸設定した内容がプレビュー表示されます。

❶ユーザー情報の確認や、デザインの
変更が可能です。

❷使用中のOfficeのバージョン情報の
確認もできます。
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クイックアクセス
ツールバーを使うには

クイックアクセスツールバーには機
能のボタンが登録され、リボンの表
示に関わらずクリック一つで操作で
きる利点があります。また、よく利用
するボタンをクイックアクセスツー
ルバーに登録することもできます。

07

ボタンの操作が実行された！2

クイックアクセスツールバーのボタンをクリックする1
➡クイックアクセスツールバーの基本操作

★クイックアクセスツールバーを利用してみましょう。

❶クイックアクセスツールバーの
ボタン（ここでは［元に戻す］ボタ
ン ）をクリックします。

❷ボタンの操作が実行されまし
た。ここでは1つ前の操作に戻り
ました。

［先頭から開始］ボタンが追加
PowerPoint 2013では、初期設定で登
録されているボタンに［先頭から開始］
ボタン が追加されました。クリックす
ると、先頭スライドからスライドショー
を開始します。

［戻る］ボタンの操作
［戻る］ボタン の▼をクリックすると、
戻す操作の一覧が表示され、複数操作
を一度に戻すことができます。
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★クイックアクセスツールバーにボタンを追加してみましょう。

追加するボタン名を選択する1
➡クイックアクセスツールバーにボタンを追加

❷一覧から追加したいボタン名
を選択します。

❶［ユーザー設定］ボタン を
クリックして、

❸クイックアクセスツールバーに選択したボタンが追加されました。

追加したボタンを削除する
追加したボタンを削除するには、［ユー
ザー設定］ボタン をクリックして、削除
したいボタン名を選択します。なお、現
在表示中のボタンにはチェック が付
いています。

一覧にないボタンを追加するには
クイックアクセスツールバーのユーザー設定の一覧にないボタンを追加するには、［PowerPointオプション］ダイアログボックスで追加
設定をします。クイックアクセスツールバーの［ユーザー設定］ボタン をクリックして、一覧から［その他のコマンド］を選択します❶。
［PowerPointのオプション］ダイアログボックスが表示されたら、左側のボタン一覧から追加するボタンを選択して❷、［追加］ボタンを
クリックします❸。右側の一覧にボタンが追加されたことを確認して❹、［OK］ボタンをクリックすると、［ユーザー設定］一覧に追加した
ボタン名が表示されます❺。

❷ボタンを選択して、
❸ここをクリックすると、

❹一覧にボタンが
追加されます。

❺［OK］ボタンをクリッ
クすると、追加したボタン
が一覧に追加されます。❶ここを選択します。
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新しい
プレゼンテーションを
作成するには

PowerPointを起動した直後
は、自動的に新しいプレゼンテ
ーションのファイルが開きます。
ここでは、デザインを選択しな
いで、新規にプレゼンテーション
を作成する手順を解説します。

08

［ファイル］タブを選択する1

［新しいプレゼンテーション］を選択する2

❶新しいプレゼンテーションを
作成するには、［ファイル］タブを
クリックします。

❷［ファイル］タブのメニュー一覧
から［新規］を選択して、

❸表示された新規のテーマ一覧
から［新しいプレゼンテーション］
を選択します。

デザインテーマを選択する
［新しいプレゼンテーション］はスライド
の背景などの設定がされていないシン
プルな［Officeテーマ］が適用されます。
デザイン性の高いスライドを作成した
い場合は、一覧からデザインテーマを選
択し、［作成］ボタンをクリックします。
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新しいプレゼンテーションが開いた！3

❹新しいプレゼンテーションが
作成され、

❺タイトルバーには［プレゼンテ
ーション1］というファイル名が表
示されます。

複数のプレゼンテーションの
表示を切り替える
複数のプレゼンテーションを切り替えて
表示する場合は、［表示］タブの［ウィン
ドウの切り替え］をクリックして❶、表示
したいファイル名を選択します❷。また、
タスクバーボタンをポイントして、ファ
イルのプレビューを確認して切り替える
こともできます❸。

起動時に新しいプレゼンテーションを作成する
PowerPoint 2013は起動時に、スタート画面が表示される仕組みに変更されました。スタート画面で、テンプレートの一覧から、白紙の［新
しいプレゼンテーション］を選択すると❶、新しいプレゼンテーションが新規で作成できます❷。

❶ここをクリックして、

❸ここをポイントして、表示されるプレビューを確認して
選択すると、ファイルが切り替わります。

❷表示したいファイル
名を選択します。

❶起動直後のスタート画面からここを選択すると、 ❷新しいプレゼンテーションが開きます。
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作成した
プレゼンテーションを
保存するには

新しく作成したプレゼンテーショ
ンを保存する方法や、保存済みの
ファイルを編集後に保存する方法
を解説します。Office 2013で
は、既定の保存先が「OneDrive
（SkyDrive）」になりました。

09

［名前を付けて保存］を選択する1

保存場所とファイル名を指定する2

★作成したプレゼンテーションを保存してみましょう。

❶［ファイル］タブのコマンド一覧
から［名前を付けて保存］をクリッ
クします。

❷［名前を付けて保存］ダイアログボックス
が開きます。保存する場所を指定して、

❸ファイル名を入力し、

❹［保存］ボタンをクリックします。

既定の保存先
Office 2013では、既定の保存先が
「OneDrive（SkyDrive）」になりました
（サインインしている場合）。OneDrive
（SkyDrive）に保存すれば、ログインし
たIDでファイルを開くことができ、便利
です。

保存先を変更する
保存先を使用しているパソコン内に変
更するには、保存先一覧の［ライブラリ］
から保存先を指定します。
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プレゼンテーションが保存された！3
❺プレゼンテーションが保存さ
れると、タイトルバーが指定した
ファイル名に変更されて表示され
ます。

上書き保存する
保存済みのファイルを編集した後、同じ
場所に同じファイル名で上書き保存す
る場合は、クイックアクセスツールバー
の［上書き保存］ボタン をクリックし
ます。

PDF形式で保存するには
作成したファイルをPDF形式で保存す
ることができます。操作方法は、［名前を
付けて保存］ダイアログボックスの、［フ
ァイルの種類］をクリックして❶、一覧
から［PDF］を選択します❷。保存を実
行すると、PDFファイルを開くアプリ選
択の画面が表示され❸、アプリを選択す
ると、PDF形式でファイルが保存され
ます。環境によっては、自動的にアプリ
が起動して開きます。

PowerPoint 2003で
開けるように保存する
PowerPoint 2013で作成した文書の
ファイル形式は「pptx」です。この新し
いファイル形式は、PowerPoint 2003
以前では開くことができません。Power
Point 97～2003で開きたい場合は、
［名前を付けて保存］ダイアログボック
スの［ファイルの種類］で❶、［Power
Point 97-2003プレゼンテーション］を
選択します❷。この形式で保存した場合
は、タイトルバーのファイル名に「互換
モード」と表示されます❸。

❶ここをクリックし、 ❷［PDF］を選択します。

❸PDFを開くアプリを選択します。

❶ここをクリックして、❷［PowerPoint 97-2003プレゼンテーション］を選択します。

❸ファイル名に「互換モード」
と表示されます。
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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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