
P1　「できるパーフェクトブック」って
	 何が違うの？
P2	 教えて！	先輩の棚づくり
	 できるもんの素朴なギモン
P3　「イチ押しの新刊」著者インタビュー
P4	 営業部員のひとりごと
	 神保町ペロリ旅ダイジェスト

もくじ

2019年11月　第16号
「  「できる」シリーズも製販一体のONE TEAMでがんばるもん！ 」号
今月は

できるもん
「できるシリーズ」のマスコットキャラクター。小学校
中学年くらいの男の子で、パソコンやスマートフォン
に興味津 。々TwitterやFacebookでも発信中です。

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/
POPやパネルデータ、注文書、本誌バックナンバーなどを
ダウンロードいただけます。ぜひご活用ください！

次号は2019年 12月
発行予定です！

発行  株式会社インプレス 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地　https://book.impress.co.jp/　TEL 03-6837-4635（出版営業部）

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

営業部員のひとりごと

大賀

丸山

パソコン入門書の元祖「できるシリーズ」がお届けする書店様向け情報誌
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「中田敦彦のYouTube大学」を見るのが習慣
になりました。オリラジ・中田さんが、読んだ本
の内容を噛み砕いてプレゼンするというのが
基本コンテンツ。そこで取り上げられた本の
中には、公開直後にPOSが急上昇しているも
のも。中田さん！ 最近話題の『いちばんやさし
い量子コンピュータの教本』あたり、ぜひ！
 出版マーケティング部 係長 諏訪淳

ハロプロヲタとなって、加入と卒業を見守って
きた私、ついにこの日が来てしまいました。グ
ループ活動休止です。王道・だけど面白いと
いうアイドル路線の「カントリーガールズ」。もっ
と見たかったのに！という気持ちと、彼女達の
貴重な青春時代を見せてもらって有難うとい
う気持ちで心がザワつきます。
 出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

第1巡目選択希望選手、阪神 本郷雄大 42歳
捕手 インプレス……毎年、指名を待っている
のですが、なかなかドラフト指名されません。
4位以下の指名拒否&育成指名は家族がいる
観点からお断りしております。来年のドラフト
に向け気持ちを切り替えて行きたいと思いま
す。楽しみがあるのはいいことですね。
 出版営業部 係長 本郷雄大

（都内、静岡、北陸担当）

東京オリンピックの男子マラソンに当選して喜
んでいたのも束の間。札幌への開催地変更
に動揺しています。陸上競技の花形種目は東
京で開催することに意味があると思いますし、
早朝4時スタートに変更すれば東京でも問題
ないと思うんですけどね〜……。バッハ会長
に直談判したいです（無理ですけど）。

西日本支社 堺智子
（大阪、和歌山、山陰山陽担当）

先日、前職のクライアント様の愛馬が富士S
（結果は7着）に出走するとの事で東京競馬
場の馬主席にお招きを頂きました。馬主席に
は見るからに社会の勝ち組が溢れており、貴
重な体験をしてきました。この愛馬、今年の日
本ダービー（結果は12着）にも出走したクライ
アント様にとっては今までで一番の孝行馬と
の事で、これからも応援したいと思います。
 オンライン・法人営業部 野原大輔

デジタルカメラマガジンに連載いただいている
写真家、熱田護氏によるF1写真集『500GP』
の発売が12月に決定。ホンダ党の私はM.フェ
ルスタッペンの応援にF1日本GPに行く予定で
したが台風19号の直撃により鈴鹿へ向かえず
断念。虚しくチケットだけが残りました。それだ
けに『500GP』の発売が今から楽しみです。
 出版営業局 局次長／出版営業部 部長 
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加茂下
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高校1年生になった息子・所長は、今とても難
しい年頃。とにかく口数が減って、私ゴリラは
困っております。中学生の頃は読書が好きで、
よく本を買ってくれ、とねだられたりもしました
が、今はマンガ一辺倒、1人で買いに行くので、
私は用済みになり（泣）。何かいい手はありま
せんかねぇ？
 出版営業部 係長 平野太郎

（都内、埼玉、東北担当）

今月29日は年に一度の「いい肉の日」。当日が麺
類の気分であれば「肉そば総本山神保町けいすけ」
がお薦めです！ 今回は「肉そばスペシャル背脂大盛
の肉増に、さらに炙り豚トロチャーシューを追加して
オーダー。出てきたのは「肉そば」というより、「肉の
盛り合わせ」と呼んだ方がしっくりとくる一杯。肉は三
種類あり、それぞれに個性があって美味です！ 濃口
醤油のスープに、おろし生姜がトッピングされ、京都
の老舗有名店「新福菜館」と新潟のご当地ラーメン

「長岡生姜醤油ラーメン」をうまく掛け合わせたよう
な印象。質、量ともに高水準で、満足度の高い食
事となりました。

人気連載の出張版

肉そばスペシャル背脂大盛	1,250円／肉増	
200円／炙り豚トロチャーシュー増し　サービス
いろんな肉が盛り沢山で、麺が見えません！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 肉そば総本山神保町けいすけ 神保町店
住所：東京都千代田区神田神保町1-54　原田ビル

"いい肉の
日"には

肉だらけの
一杯を！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報
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 パーフェクトブック って
 何が違うの？ 

もうひとつの「 」シリーズ

「できる」シリーズの数あるサブシリーズの中でも特に人気が高い「できる

パーフェクトブック」シリーズ。今回は、パソコン書棚の常連「できるパー

フェクトブック」シリーズの知られざる特長を解説します。

 「できる」シリーズの「無料電話サポート」などに寄せ
られる多くの問い合わせ内容を書籍に反映。読者の「生
の声」が元になっているので、説得力が違います！

モデル写真  PIXTA

本の最初から読む必要
がなく、好きなところか
ら読める「リファレンス
型」。テーマごとに分か
れた章から、目的や機能
別に分類された「ワザ」
にすぐに到達できます。

操作手順などを紹介する「ワ
ザ」を満載。分かりにくい用
語を解説する「キーワード」、
業務効率化に役立つショー
トカットキーの一覧も付い
てボリューム満点です！

「できる」シリーズの
お問い合わせから作る！

その 1 書籍のどこからでも読める！その 2

主な読者対象は、ひととおりの基本操作は身
に付いているユーザーです。よくあるトラブ
ルの解決から、一歩進んだ使いこなし方まで
をカバーし、レベルアップに導きます。

トラブル解決から
スキルアップまで
カバー！

その 4
役立つ「ワザ」が
盛りだくさん！

その 3

実践

入門

山折

山折



OneNoteはパソコンやスマホ、タブレットを使ってメモ

がとれる、マイクロソフト公式のデジタルノートアプリだ

よ。Windows 10には最初からインストールされていて、

iPhone/iPadやAndroidのアプリも無料でダウンロード

できる。文字のメモだけじゃなくて、画像を貼り付けてア

ルバムみたいにしたり、WordやExcelのファイルを貼り

付けて資料をまとめたり、音声を録音したり図形を手書

きしたり……とにかくいろんな使い方ができるんだ。記録

したメモはオンラインストレージのOneDriveに保存され

て、複数の端末からいつでも見られるようになる。パパ

は仕事で毎日OneNoteを使っているけど、電車に乗って

いるときに思いついたアイデアをスマホで書き留めて、

会社に戻ったときにパソコンで見られるのが便利だね。

あと、最近凝っているのはOneNoteでの名刺管理。ス

マホのカメラで名刺を撮影すると、その画像から取引先

の人の名前や会社名を読み取って、簡単に検索できるよ

うにしてくれるんだ！ 机の引き出しから探さずに済んで時

短できるから、これも小さな「働き方改革」だね。

O
ワ ン ノ ー ト

ne N oteって何？ どんなことができるの？今 月 の ギ モ ン

話題のITトレンドを楽しく学ぶコーナー

できるもんの 素朴なギモン教えて！

できるパパ

できるパパ
できるもんのお父さん。最先端のIT企業で
バリバリ働き、パソコンなどのデジタル機
器にも詳しい。できるもんの成長をやさしく
見守っている。

誰でも無料で使える「デジタルな手帳」で、
パソコンやスマホから同じメモがいつでも見られるんだ

学校のプリントをデジタル化すれば
僕の机もスッキリしそうだもん！

Goog le で「斜め」と検索すると画面が斜めになります。また、「一回転」と検索すると画面が一回転します。PC雑学 キーボードの 2 行目だけで「 T Y P E W R I T ER」と打てます。タイプライターのメーカーが実演するときに打ちやすくしたそうです。PC雑学

『できるポケット 最強のメモ術 OneNote全事典
O n e N o t e f o r  W i n d o w s 1 0 & i P h o n e /
Android対応』
ISBN：978-4-295-00735-7
定価：1,080円＋税

関 連 書 籍

これがOneNoteの画面だ！

保存した名刺をパソコンのアプリで表示したところ。
スマホでも同じメモが見られます

【今回の先輩】 前田 智さん
スーパーブックス住吉書房元住吉店勤務。
PC書担当歴9年。前職で25年のソフト開
発経験あり。

できるもん　ずばり、棚づくりのこだわりは何だもん？
前田さん　当店の近隣には電機メーカーがあるため、売り場のメインターゲットは
そのメーカーで働いている技術者の方々です。そのため、プロ向けに需要がある技
術書をしっかり選書しているのがこだわっているポイントです。
できるもん　周辺環境が異なるお店の場合はどうすればいいと思うもん？
前田さん　潜在的に技術書のお客様がいないお店でも、棚をつくることを通して、
お客様を呼ぶことができると考えます。以前在籍していた中規模店でも、品ぞろえ
の良さが口コミで伝わり、集客につなげられました。
できるもん　書店の中で、PC書売り場はどんな存在だと思うもん？
前田さん　PC書売り場はアピール棚として重要な存在です。専門書には棚でお客
様を集められる力があります。どこでも売っている本ではなく、その店舗にしかな
い本をそろえることで、その書店の魅力を高められるのではないでしょうか。
できるもん　前田さん、貴重なお話を聞かせてくれてありがとうございましたもん！

【聞き手】 できるもん

   先輩の棚づくり
この記事では、積極的に棚づくりに取り組んでいる先輩書店員さんに、できる
もんがインタビューしていきます。

教えて！ 第3回

明日の棚づくりのヒントが満載！

PC書売り場はアピール棚
4 4 4 4 4

になる！ 棚づくりを通してお客様をお店に呼び込む
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことを意識すべし

棚づくりの極意

技術者向けの高度な技術書をしっかり選書したラインナップが光る

イチ押しの新刊         著者インタビュー

イチ押しの新刊の著者インタビューをお届けするこのコーナー。
今回は、10月23日に発売した『できる たのしくやりきるScratch 3 
子どもプログラミング入門』著者の小林真輔さんです。

Scratchとはプログラミング言語のひとつで、アメリカのマサ

チューセッツ工科大学にあるメディアラボという研究所が、8歳

～16歳くらいの子どもでも簡単にプログラミングを学べるよう

に開発したものなんだ。あらかじめ用意されたブロックを組み

合わせてプログラミングするので、ほとんどの操作がマウスのみ

で行えるんだよ。2020年度から必修科目になる小学校のプログ

ラミング教育においても、Scratchは入門用の教材としていちば

ん注目されているんだ。

小
こばやし

林 真
しんすけ

輔さん

株式会社タイムレスエデュケーション 代表取締役

Interview

『できる たのしくやりきるScratch 3 
子どもプログラミング入門』
定価：1,100円＋税
ISBN：978-4-295-00765-4

——すごく楽しそうな紙面ですね。

先生と子どもたちとの会話形式でストーリーが進んでいくの

で、マンガのような読みやすさがあります。たとえば各レッス

ンの冒頭では、子どもたちの疑問に答える形で、どんなプログ

ラムを作るのか、何がポイントかを先生が解説します。最初に

ゴールが見えていたほうがやる気がでますよね。

——プログラミング的思考が重要といわれています。

スクラッチではブロックを並べてプログラムを作りますが、こ

の順番が大切で、正しい順で並べていかないと思ったような動

きになりません。本書では、ブロックを組み立てる手順を1つ

ずつ解説しながら、こういった大切なポイントや「なぜそうす

るか」といった考え方をそのつどフォローしました。そのため、

操作方法だけでなく、プログラミング的思考が自然と身につく

ようになっています。

——この本ならではの工夫点はどこですか？

ただ書いてあることをその通りにやって終わりでなく、理解を

深めて自分でプログラムを考えられるような工夫をしてあり

ます。たとえば各章の最後に、その章で作ったプログラムをア

レンジして、機能を追加してみようというチャレンジコーナー

があります。こういった項目を通じて、子どもたちが「考えるこ

との楽しさ」に気づいてもらえるのではないかと思います。

また、プログラムという馴染みがないものを、できるだけ身近

な例に置き換えて説明しているのも工夫点の1つです。

——「たのしくやりきる」ポイントを教えてください。

プログラミングは、最初はうまくできなくても、なんども繰り

返し作っていくことで自分のモノになります。この本に載って

いるプログラムは短いものは1分、長くても15分程度で作れて

楽しく遊べるものばかり。本全体のボリュームも100ページ程

度です。そのため、何度も繰り返し読むのに適した作りになっ

ています。本書にも書いていますが、なかで指定している数値

やキャラクターは例なので、自分でアレンジしてみて、いろい

ろな動きを試すことで、より深くプログラムが理解できるよう

になります。挫折せず、楽しみながらチャレンジできるのが、

この本のいちばんの強みです。

——ありがとうございました。

〜本書の特徴〜
① 大切な部分は先生と子どもたちの会話形式で解説。自

然な形でプログラミングを学べます。

② プログラムを1つ1つの動作に分解して、順序立ててし
くみを解説。論理的思考力が養えます。

③ 「チャレンジ問題」で、自分で考えてプログラミングす
る力が養えます。

④ たのしくやりきれるボリュームで、子ども1人でも無
理なく学べます。

「子どもが1人でも読めて、
　　飽きずに楽しみながら学べる本です！」

子どもプログラミング教材の大本命！  「S
ス ク ラ ッ チ

cratch」って何？
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谷折
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い本をそろえることで、その書店の魅力を高められるのではないでしょうか。
できるもん　前田さん、貴重なお話を聞かせてくれてありがとうございましたもん！

【聞き手】 できるもん

   先輩の棚づくり
この記事では、積極的に棚づくりに取り組んでいる先輩書店員さんに、できる
もんがインタビューしていきます。

教えて！ 第3回

明日の棚づくりのヒントが満載！

PC書売り場はアピール棚
4 4 4 4 4

になる！ 棚づくりを通してお客様をお店に呼び込む
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことを意識すべし

棚づくりの極意

技術者向けの高度な技術書をしっかり選書したラインナップが光る

イチ押しの新刊         著者インタビュー

イチ押しの新刊の著者インタビューをお届けするこのコーナー。
今回は、10月23日に発売した『できる たのしくやりきるScratch 3 
子どもプログラミング入門』著者の小林真輔さんです。

Scratchとはプログラミング言語のひとつで、アメリカのマサ

チューセッツ工科大学にあるメディアラボという研究所が、8歳

～16歳くらいの子どもでも簡単にプログラミングを学べるよう

に開発したものなんだ。あらかじめ用意されたブロックを組み

合わせてプログラミングするので、ほとんどの操作がマウスのみ

で行えるんだよ。2020年度から必修科目になる小学校のプログ

ラミング教育においても、Scratchは入門用の教材としていちば

ん注目されているんだ。

小
こばやし

林 真
しんすけ

輔さん

株式会社タイムレスエデュケーション 代表取締役

Interview

『できる たのしくやりきるScratch 3 
子どもプログラミング入門』
定価：1,100円＋税
ISBN：978-4-295-00765-4

——すごく楽しそうな紙面ですね。

先生と子どもたちとの会話形式でストーリーが進んでいくの

で、マンガのような読みやすさがあります。たとえば各レッス

ンの冒頭では、子どもたちの疑問に答える形で、どんなプログ

ラムを作るのか、何がポイントかを先生が解説します。最初に

ゴールが見えていたほうがやる気がでますよね。

——プログラミング的思考が重要といわれています。

スクラッチではブロックを並べてプログラムを作りますが、こ

の順番が大切で、正しい順で並べていかないと思ったような動

きになりません。本書では、ブロックを組み立てる手順を1つ

ずつ解説しながら、こういった大切なポイントや「なぜそうす

るか」といった考え方をそのつどフォローしました。そのため、

操作方法だけでなく、プログラミング的思考が自然と身につく

ようになっています。

——この本ならではの工夫点はどこですか？

ただ書いてあることをその通りにやって終わりでなく、理解を

深めて自分でプログラムを考えられるような工夫をしてあり

ます。たとえば各章の最後に、その章で作ったプログラムをア

レンジして、機能を追加してみようというチャレンジコーナー

があります。こういった項目を通じて、子どもたちが「考えるこ

との楽しさ」に気づいてもらえるのではないかと思います。

また、プログラムという馴染みがないものを、できるだけ身近

な例に置き換えて説明しているのも工夫点の1つです。

——「たのしくやりきる」ポイントを教えてください。

プログラミングは、最初はうまくできなくても、なんども繰り

返し作っていくことで自分のモノになります。この本に載って

いるプログラムは短いものは1分、長くても15分程度で作れて

楽しく遊べるものばかり。本全体のボリュームも100ページ程

度です。そのため、何度も繰り返し読むのに適した作りになっ

ています。本書にも書いていますが、なかで指定している数値

やキャラクターは例なので、自分でアレンジしてみて、いろい

ろな動きを試すことで、より深くプログラムが理解できるよう

になります。挫折せず、楽しみながらチャレンジできるのが、

この本のいちばんの強みです。

——ありがとうございました。

〜本書の特徴〜
① 大切な部分は先生と子どもたちの会話形式で解説。自

然な形でプログラミングを学べます。

② プログラムを1つ1つの動作に分解して、順序立ててし
くみを解説。論理的思考力が養えます。

③ 「チャレンジ問題」で、自分で考えてプログラミングす
る力が養えます。

④ たのしくやりきれるボリュームで、子ども1人でも無
理なく学べます。

「子どもが1人でも読めて、
　　飽きずに楽しみながら学べる本です！」

子どもプログラミング教材の大本命！  「S
ス ク ラ ッ チ

cratch」って何？

谷折

谷折
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2019年11月　第16号
「  「できる」シリーズも製販一体のONE TEAMでがんばるもん！ 」号
今月は

できるもん
「できるシリーズ」のマスコットキャラクター。小学校
中学年くらいの男の子で、パソコンやスマートフォン
に興味津 。々TwitterやFacebookでも発信中です。

https://book.impress.co.jp/bookstore-info/
POPやパネルデータ、注文書、本誌バックナンバーなどを
ダウンロードいただけます。ぜひご活用ください！

次号は2019年 12月
発行予定です！

発行  株式会社インプレス 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地　https://book.impress.co.jp/　TEL 03-6837-4635（出版営業部）

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内

営業部員のひとりごと

大賀

丸山

パソコン入門書の元祖「できるシリーズ」がお届けする書店様向け情報誌

村田

阿部

藪田

平野

諏訪

本郷

野原

「中田敦彦のYouTube大学」を見るのが習慣
になりました。オリラジ・中田さんが、読んだ本
の内容を噛み砕いてプレゼンするというのが
基本コンテンツ。そこで取り上げられた本の
中には、公開直後にPOSが急上昇しているも
のも。中田さん！ 最近話題の『いちばんやさし
い量子コンピュータの教本』あたり、ぜひ！
 出版マーケティング部 係長 諏訪淳

ハロプロヲタとなって、加入と卒業を見守って
きた私、ついにこの日が来てしまいました。グ
ループ活動休止です。王道・だけど面白いと
いうアイドル路線の「カントリーガールズ」。もっ
と見たかったのに！という気持ちと、彼女達の
貴重な青春時代を見せてもらって有難うとい
う気持ちで心がザワつきます。
 出版営業部 藪田裕美
 （都内、都下、神奈川、山梨、長野担当）

第1巡目選択希望選手、阪神 本郷雄大 42歳
捕手 インプレス……毎年、指名を待っている
のですが、なかなかドラフト指名されません。
4位以下の指名拒否&育成指名は家族がいる
観点からお断りしております。来年のドラフト
に向け気持ちを切り替えて行きたいと思いま
す。楽しみがあるのはいいことですね。
 出版営業部 係長 本郷雄大

（都内、静岡、北陸担当）

東京オリンピックの男子マラソンに当選して喜
んでいたのも束の間。札幌への開催地変更
に動揺しています。陸上競技の花形種目は東
京で開催することに意味があると思いますし、
早朝4時スタートに変更すれば東京でも問題
ないと思うんですけどね〜……。バッハ会長
に直談判したいです（無理ですけど）。

西日本支社 堺智子
（大阪、和歌山、山陰山陽担当）

先日、前職のクライアント様の愛馬が富士S
（結果は7着）に出走するとの事で東京競馬
場の馬主席にお招きを頂きました。馬主席に
は見るからに社会の勝ち組が溢れており、貴
重な体験をしてきました。この愛馬、今年の日
本ダービー（結果は12着）にも出走したクライ
アント様にとっては今までで一番の孝行馬と
の事で、これからも応援したいと思います。
 オンライン・法人営業部 野原大輔

デジタルカメラマガジンに連載いただいている
写真家、熱田護氏によるF1写真集『500GP』
の発売が12月に決定。ホンダ党の私はM.フェ
ルスタッペンの応援にF1日本GPに行く予定で
したが台風19号の直撃により鈴鹿へ向かえず
断念。虚しくチケットだけが残りました。それだ
けに『500GP』の発売が今から楽しみです。
 出版営業局 局次長／出版営業部 部長 

村田哲史

嘉藤

平田

愛甲

堺

水島

岩織

加茂下

宮下

高校1年生になった息子・所長は、今とても難
しい年頃。とにかく口数が減って、私ゴリラは
困っております。中学生の頃は読書が好きで、
よく本を買ってくれ、とねだられたりもしました
が、今はマンガ一辺倒、1人で買いに行くので、
私は用済みになり（泣）。何かいい手はありま
せんかねぇ？
 出版営業部 係長 平野太郎

（都内、埼玉、東北担当）

今月29日は年に一度の「いい肉の日」。当日が麺
類の気分であれば「肉そば総本山神保町けいすけ」
がお薦めです！ 今回は「肉そばスペシャル背脂大盛
の肉増に、さらに炙り豚トロチャーシューを追加して
オーダー。出てきたのは「肉そば」というより、「肉の
盛り合わせ」と呼んだ方がしっくりとくる一杯。肉は三
種類あり、それぞれに個性があって美味です！ 濃口
醤油のスープに、おろし生姜がトッピングされ、京都
の老舗有名店「新福菜館」と新潟のご当地ラーメン

「長岡生姜醤油ラーメン」をうまく掛け合わせたよう
な印象。質、量ともに高水準で、満足度の高い食
事となりました。

人気連載の出張版

肉そばスペシャル背脂大盛	1,250円／肉増	
200円／炙り豚トロチャーシュー増し　サービス
いろんな肉が盛り沢山で、麺が見えません！

詳しいデカ盛りレポートは
「できるネット」で公開中！

 肉そば総本山神保町けいすけ 神保町店
住所：東京都千代田区神田神保町1-54　原田ビル

"いい肉の
日"には

肉だらけの
一杯を！

大食い編集者・進藤のデカ盛りグルメ情報

中村

梅田

後藤

飯沼

岩本

 パーフェクトブック って
 何が違うの？ 

もうひとつの「 」シリーズ

「できる」シリーズの数あるサブシリーズの中でも特に人気が高い「できる

パーフェクトブック」シリーズ。今回は、パソコン書棚の常連「できるパー

フェクトブック」シリーズの知られざる特長を解説します。

 「できる」シリーズの「無料電話サポート」などに寄せ
られる多くの問い合わせ内容を書籍に反映。読者の「生
の声」が元になっているので、説得力が違います！

モデル写真  PIXTA

本の最初から読む必要
がなく、好きなところか
ら読める「リファレンス
型」。テーマごとに分か
れた章から、目的や機能
別に分類された「ワザ」
にすぐに到達できます。

操作手順などを紹介する「ワ
ザ」を満載。分かりにくい用
語を解説する「キーワード」、
業務効率化に役立つショー
トカットキーの一覧も付い
てボリューム満点です！

「できる」シリーズの
お問い合わせから作る！

その 1 書籍のどこからでも読める！その 2

主な読者対象は、ひととおりの基本操作は身
に付いているユーザーです。よくあるトラブ
ルの解決から、一歩進んだ使いこなし方まで
をカバーし、レベルアップに導きます。

トラブル解決から
スキルアップまで
カバー！

その 4
役立つ「ワザ」が
盛りだくさん！

その 3

実践

入門

山折

山折


