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「できるシリーズ」のマスコットキャラクター。小学校
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に興味津 。々TwitterやFacebookでも発信中です。
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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

平田

岩織

嘉藤

大賀

私の一番の趣味はライブに行くことなんです
が、今まで通算260回以上さまざまなライブ
やフェスに行きました。ここ数年でずば抜けて
最高なのは「BABYMETAL」です。ステージ
セット、照明、映像、音響、演奏技術、世界観、
そして歌唱力、振付、そのすべてにおいて完
成度が非常に高く、最高の非日常空間です。

出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

営業部の女子でインスタグラムを始めました。
2月発売の『サンラサーのココロとカラダを整え
るスパイスカレー』を参考にスパイスカレー作り
に挑戦してみたり、新刊や売れ筋の書籍を紹
介したり、コツコツ投稿しています。アカウント
は「impress_sales」。皆さまのフォロー、お待
ちしております！

出版営業部 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

湯浅

平野

水島

岩本

注意力が散漫なのか、それとも年齢のせいな
のか、とにかく私の頭の中の消しゴムはとて
も優秀らしく、週イチのペースで何かを忘れま
す。現に、今も手元のラーメン屋の無料トッピ
ング券（店名記載ナシ）が何処の店のモノか
忘れてますし……。以上、「その場でメモを取
る事はちょっと大事」というお話でした（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

徳田

今回の「西日本支社よもやま話」は大阪のことを
知ってもらうために、「読めたらすごい大阪の難
読地名特集」です。1位は放出。私の小さい頃は
「ハナテン中古車センター」のテレビCMが流れ
ていて関西人なら知らない人はいないと思いま
す。2位は枚方。V6・岡田准一さんの出身地で
自らイメージキャラクター「超ひらパー兄さん園
長」は有名です。枚方市はTSUTAYA創業の地
でもあり京阪電車・枚方市駅前には枚方T-SITE
があります。3位は富田林。「PL学園」がありま
す。以下は番外編です。喜連瓜破、遠里小野、
吹田、布忍、私市、野江内代、杭全。ぜひ、
調べてみてください。（い）

中村

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

答えは今月号のどこかに載っています！

阿部

堺

この地名が読めたらあなたも大阪人?!

飯沼宮下

梅田

3月からは在宅勤務も減り、少しずつ書店様
訪問の機会も増えてきましたが、まだ在宅勤
務のときもあります。約1年のテレワーク期間
で最大の敵は、眠気でも、テレビでもなく電子
レンジ。会議中に家族が使うと、無線LANが
落ちて脱落します。おうち料理が流行る中、う
ちはレンジメニュー多用だなと反省です。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

先日、会社近くでお昼を食べていると、先の
テーブルに高校時代の友人とおぼしき姿が。
つい声をかけそびれたので、すぐにメールし
たところ、「今日は在宅だから人違いだよ」と
の返事。結局、後日オンライン飲み会を設定し、
もう1人を加えた3人で、延々6時間半も話に
花が咲きました。でも僕は一体何を見たんだ
ろう。
 物流情報管理室 課長 飯沼昭教

GIGAス ク ー ル 構 想 に よ る 導 入 や、テ
レワーク利 用で 注目され ているノートPC

「Chromebook」につ いて知りたいと思い、
量販店で2万円台のお手軽モデルを購入して
みました。弊社解説書はまだ未刊ですが、世
界シェアでMacを抜いた勢いの理由を、テレ
ワークのサブ機として試しながら探ってみたい
と思います。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

村田哲史

3月13日・14日の2日間「第3回全国高校eス
ポーツ選手権」が開催されました。今大会は
計346チーム（前年から124チーム増）が参加
と学校現場からの注目度も年々高まっていま
す。部活動だけでなく専攻科目としてeスポー
ツを取り入れる学校も増えていくかもしれませ
んね。
 出版マーケティング部 主任/ プランナー

 梅田拓実

加茂下

本郷

村田

後藤

丸山

答え：放出＝はなてん、枚方＝ひらかた、富田林＝とんだばやし、喜連瓜破＝きれうりわり、遠里小野＝おりおの、吹田＝すいた、布忍＝ぬのせ、私市＝きさいち、野江内代＝のえうちんだい、杭全＝くまた

はじめて見た
ツールなんですけど……

3月8日に『できるMicrosoft Teams for Education」が発売になりました。
ここでは「Teams for Educationって何?」などといった書店員さんの疑問にお答えします。

Teams for Educationは、マイクロソフトのビ
ジネスコミュニケーションツール「Teams」が学
校向けにカスタマイズされたもので、主な機能
は下の表のとおりです。生徒1人に1台のパソコ
ンを整備する「GIGAスクール構想」にも対応し
ており、マイクロソフトのアカウントを導入し
た多くの学校で先生と生徒が使っています。

それぞれマイクロソフトとグーグルが提供し
ていますが、パソコンを使ったオンライン授業
やスケジュールの管理など、主な機能や用途は
同じです。グーグルを採用した自治体や学校は

「Google〜」を使い、マイクロソフトを採用し
た自治体や学校は「Teams〜」を使っています。

Teams for Educationの主な機能
チャット グループでメッセージのやり取りができる
ビデオ会議 オンライン授業ができる
課題 生徒に課題や小テストを出せる
予定表 学校行事や授業の予定を管理できる

本書の対象読者は学校関係者の方々なので、パソコン
の棚と教育書の棚の2か所で展開していただくのがベ
ストです。学校関係者の関心が高いテーマで、現在は
競合書もありません。好調な既刊書『できるGoogle for 
Education』とともに、ぜひ年度始めに売り伸ばしを！

『できるMicrosoft Teams for Education 
すぐに始めるオンライン授業』
ISBN：978-4-295-01099-9
定価：2,200円（税込）

『できるTeams for Education』
について教えて

学校向けにカスタマイズされた
「Teams」ですA

そもそも
Teams for Educationって何？Q.1 Google for Education

とはどう違うの？Q.2
サービスの提供元が
違うだけで機能や
用途はほぼ同じです

A

パソコン＆教育書の2か所がベストです！A
どの棚で展開するのがいいのかな？Q.3

山折

山折



「Clubhouse」はシリコンバレー発の音声SNSで、音声版

Twitterとも言われているよ。海外セレブが使っていて知

名度が上がり、日本では2021年1月からβ版（試用版）の

運用が開始されたんだ。まだiOSのみ対応で招待制にもか

かわらず、アンテナの高いユーザーを中心に爆発的に火

がついたことは記憶に新しいよね。

使い方はシンプル。ユーザーはアプリ上のさまざまなルー

ムに入り、そこで行われている会話をラジオのように聞

いたり、時には会話に参加したりすることができるんだ。

TwitterなどほかのSNSと比べて、リアルタイムでお互い

に話している声が聞こえるから、現実社会で人とつながっ

ている感覚に近いのが魅力だよ。音源の録音は禁止され

ていて、だからこそ著名人や芸能人の「ここだけの話」や

本音がぽろっと飛び出すこともあってワクワクするね。

スマホの通話代わりに使う人がいたり朝の挨拶だけを言

い合うルームがあるなど、使い方は人それぞれ。コロナ禍

での「実際に会えない」を解消するツールとして飛躍してい

るんだね。

Clubhouse（クラブハウス）って何？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。

音声版 Tw i t te rと呼ばれる
音声 S N S だよ

8 以降の iPhone では、背面のタップに機能を割り当てられます。［設定］→［アクセシビリティ］→［タッチ］→［背面タップ］から設定できます。PC雑学 「Instagram」は「Instant（即席）」と「Telegram（電報）」を組み合わせた造語です。写真を即座に共有できることを表したネーミングです。PC雑学

関 連
書 籍

声だけで手軽にはじめられ
るのが魅力だもん！

ルームをタップして入室した画面

『いちばんやさしい音声配信ビ
ジネスの教本 人気講師が教
える新しいメディアの基礎』
ISBN：978-4-295-01044-9
定価：1,760円（税込） 現在、iOS/iPadOSのみ対応

パソコン入門書が1年で一番売れる季節がやってきました！「できるフェア」に合わせてご展開いただきたいおすすめの一冊をご紹介します。

春は「何か新しいことを始めたい」「身に付けたい」など学習意欲がかき立て
られる季節です。そんな時期におすすめしたいのが『できるポケット 時短
の王道 ショートカットキー全事典 改訂版』です。本書はWindows、Office

（Word、Excel、PowerPoint、Outlook)、Chrome、Gmail、Googleカレ
ンダーの操作が速くなるショートカットキーを285個も収録しており、見た
ことも聞いたこともないような様々な時短ワザを身に付けられます。
パソコン入門書の横に展開されても、左の写真のように単品で仕掛け展開を
行っても売り伸ばしが期待できる一冊です。ぜひこのタイミングで仕掛け販
売を行いませんか？ ご注文をお待ちしています。

精文館書店本店様での展開

『できるポケット 時短の王道 ショートカットキー全事典 改訂版』
ISBN：978-4-295-00522-3　定価：1,078円（税込）

POPもご用意しています！

店頭でお使いいただけるパネルやPOPもご用意しています。書籍のご注文と合わせて
お申し付けください（最終ページ下部のURLからダウンロードも可能です）。

できるもん（以下、で）　まずは、この本が作られた経緯について、教
えてほしいんだもん

進藤（以下、進）　「原理原則の説明に重きを置いた入門書を作りた
い」という考えが出発点となっています。

で　それって普通のことのような気がするんだもん？ 既存のでき
るシリーズではダメだったんだもん？

進　実は、既存のできるシリーズが割と特殊な作りなんです。原理
原則をあえてオミットすることで、明快さを追求しています。シ
リーズ名も「わかる」とかではなくて「できる」と言っていますよ
ね？ 細かい理由がわからなくても、とにかく手順を追っていけば、
やりたいことを実現できるようになる。できるようになったら、後
から理由がわかるようになる。「習うより慣れろ」な精神で作られて
いる本なんですよ。

で　できるシリーズが普通じゃなかったんだもん！

進　はい、そうです。ただ、このアプローチがどんなテーマにもなじ
むわけではありません。読者が基本を身に付けるのには適していま
すが、応用力を磨くためには、シリーズがオミットしている原理原
則を押さえることが避けて通れません。

で　なるほど。できるシリーズが苦手としているテーマを扱うため
に、この本が作られたんだもん？

進　そのとおり！ 『できるイラストで学ぶ』のテーマとしたVBAや
関数では、特に応用力が求められます。そうしたテーマを扱ううえ
では「習うより慣れろ」よりも、原理原則に真正面から向き合ったほ
うが、結果的に近道になるんです。また、原理原則に軸足を置くこと
で、通常のできるシリーズにはない利点も生まれます。

で　どんな利点なんだもん？

進　それはズバリ、「陳腐化しにくい」ということです。とりわけ手
順に寄ったパソコン書は陳腐化しやすいという課題を抱えていま
す。最近ではソフト側の逐次アップデートが一般的になり、その傾
向がますます強まっています。年度版のような形で刊行するのも1
つの手ですが、すべてのテーマでそれができるかと言えば、現実的
ではありません。原理原則に寄った書籍作りをすることは、そうし
た課題への1つの解答になるような気がしています。

で　なるほど。確かにロングランで売れるのなら、それに越したこと
はないんだもん。

進　おかげさまで、既刊『できるイラストで学ぶ 入社1年目からの
Excel VBA』は刊行から2年以上経ちますが、リアル書店でもWeb
書店でも好調です。Amazonでもいいレビューがたくさん付き、後
伸びが続いています。

で　どんなレビューがあったんだもん？

進　「初心者の気持ちに寄り添った本だ」「この本を作ってくれてあ
りがとう」みたいな、担当冥利に尽きるレビューをたくさんいただ
けました。著者さん、イラストレーターさんの創意工夫のおかげで、
もともと内容には自信があったのですが、こうした読者の皆さんか
らのレビューがそれを多くの方々に広めてもくれました。

 

で　それはよかったんだもん！ 最後に、今後のシリーズの目標を聞
かせてほしいんだもん。

進　今後も応用力が求められるテーマにラインナップを広げてい
きたいです。エバーグリーンな内容となるようにしっかり作り込ん
で、ロングランで親しんでいただける書籍を届けていきたいです。

で　本日はお話をありがとうございましたんだもん。今度デカ盛り
ランチにも連れて行ってほしいもん！

『できる イラストで学ぶ』シリーズ
担当：進藤 寛

【話し手】 進藤 寛
できる編集部のデスク。できるシリーズ
のさまざまな書籍の編集を担当。神保町
の大盛りグルメをこよなく愛する34歳。

何でも聞いて
ください

【聞き手】 できるもん
できるもんが聞き手となって新刊の魅力をインタビューする新企画。第1回は、
６月に新刊が刊行予定の『できるイラストで学ぶ』シリーズについて、担当編集
の進藤にインタビューしていきます。

重版
6刷

VBAの既刊の紙面。豊富
なイラスト図解でVBA
の原理原則をかみ砕い
て解説している

6月
発売予定

『できる イラストで学ぶ 
入社1年目からのExcel関数』
ISBN：978-4-295-01123-1
予価：1,738円（税込）

『できる イラストで学ぶ
入社1年目からのExcel VBA』
ISBN：978-4-295-00523-0
定価：2,178円（税込）

イ ン タ ビ ュ ー  「 担 当 編 集 が 語 る 」 第 1 回
春の仕掛け販売におすすめの一冊！┿

大好評
10刷!!
売れてます

Cover
Coming Soon

谷折

谷折
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お申し付けください（最終ページ下部のURLからダウンロードも可能です）。

できるもん（以下、で）　まずは、この本が作られた経緯について、教
えてほしいんだもん

進藤（以下、進）　「原理原則の説明に重きを置いた入門書を作りた
い」という考えが出発点となっています。

で　それって普通のことのような気がするんだもん？ 既存のでき
るシリーズではダメだったんだもん？

進　実は、既存のできるシリーズが割と特殊な作りなんです。原理
原則をあえてオミットすることで、明快さを追求しています。シ
リーズ名も「わかる」とかではなくて「できる」と言っていますよ
ね？ 細かい理由がわからなくても、とにかく手順を追っていけば、
やりたいことを実現できるようになる。できるようになったら、後
から理由がわかるようになる。「習うより慣れろ」な精神で作られて
いる本なんですよ。

で　できるシリーズが普通じゃなかったんだもん！

進　はい、そうです。ただ、このアプローチがどんなテーマにもなじ
むわけではありません。読者が基本を身に付けるのには適していま
すが、応用力を磨くためには、シリーズがオミットしている原理原
則を押さえることが避けて通れません。

で　なるほど。できるシリーズが苦手としているテーマを扱うため
に、この本が作られたんだもん？

進　そのとおり！ 『できるイラストで学ぶ』のテーマとしたVBAや
関数では、特に応用力が求められます。そうしたテーマを扱ううえ
では「習うより慣れろ」よりも、原理原則に真正面から向き合ったほ
うが、結果的に近道になるんです。また、原理原則に軸足を置くこと
で、通常のできるシリーズにはない利点も生まれます。

で　どんな利点なんだもん？

進　それはズバリ、「陳腐化しにくい」ということです。とりわけ手
順に寄ったパソコン書は陳腐化しやすいという課題を抱えていま
す。最近ではソフト側の逐次アップデートが一般的になり、その傾
向がますます強まっています。年度版のような形で刊行するのも1
つの手ですが、すべてのテーマでそれができるかと言えば、現実的
ではありません。原理原則に寄った書籍作りをすることは、そうし
た課題への1つの解答になるような気がしています。

で　なるほど。確かにロングランで売れるのなら、それに越したこと
はないんだもん。

進　おかげさまで、既刊『できるイラストで学ぶ 入社1年目からの
Excel VBA』は刊行から2年以上経ちますが、リアル書店でもWeb
書店でも好調です。Amazonでもいいレビューがたくさん付き、後
伸びが続いています。

で　どんなレビューがあったんだもん？

進　「初心者の気持ちに寄り添った本だ」「この本を作ってくれてあ
りがとう」みたいな、担当冥利に尽きるレビューをたくさんいただ
けました。著者さん、イラストレーターさんの創意工夫のおかげで、
もともと内容には自信があったのですが、こうした読者の皆さんか
らのレビューがそれを多くの方々に広めてもくれました。

 

で　それはよかったんだもん！ 最後に、今後のシリーズの目標を聞
かせてほしいんだもん。

進　今後も応用力が求められるテーマにラインナップを広げてい
きたいです。エバーグリーンな内容となるようにしっかり作り込ん
で、ロングランで親しんでいただける書籍を届けていきたいです。

で　本日はお話をありがとうございましたんだもん。今度デカ盛り
ランチにも連れて行ってほしいもん！

『できる イラストで学ぶ』シリーズ
担当：進藤 寛

【話し手】 進藤 寛
できる編集部のデスク。できるシリーズ
のさまざまな書籍の編集を担当。神保町
の大盛りグルメをこよなく愛する34歳。

何でも聞いて
ください

【聞き手】 できるもん
できるもんが聞き手となって新刊の魅力をインタビューする新企画。第1回は、
６月に新刊が刊行予定の『できるイラストで学ぶ』シリーズについて、担当編集
の進藤にインタビューしていきます。

重版
6刷

VBAの既刊の紙面。豊富
なイラスト図解でVBA
の原理原則をかみ砕い
て解説している

6月
発売予定

『できる イラストで学ぶ 
入社1年目からのExcel関数』
ISBN：978-4-295-01123-1
予価：1,738円（税込）

『できる イラストで学ぶ
入社1年目からのExcel VBA』
ISBN：978-4-295-00523-0
定価：2,178円（税込）

イ ン タ ビ ュ ー  「 担 当 編 集 が 語 る 」 第 1 回
春の仕掛け販売におすすめの一冊！┿

大好評
10刷!!
売れてます

Cover
Coming Soon

谷折

谷折
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「新年度 自己研鑽は 読書から だもん！ 」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2021年 5月
発行予定です！
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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

野原

今井

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

平田

岩織

嘉藤

大賀

私の一番の趣味はライブに行くことなんです
が、今まで通算260回以上さまざまなライブ
やフェスに行きました。ここ数年でずば抜けて
最高なのは「BABYMETAL」です。ステージ
セット、照明、映像、音響、演奏技術、世界観、
そして歌唱力、振付、そのすべてにおいて完
成度が非常に高く、最高の非日常空間です。

出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

営業部の女子でインスタグラムを始めました。
2月発売の『サンラサーのココロとカラダを整え
るスパイスカレー』を参考にスパイスカレー作り
に挑戦してみたり、新刊や売れ筋の書籍を紹
介したり、コツコツ投稿しています。アカウント
は「impress_sales」。皆さまのフォロー、お待
ちしております！

出版営業部 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

湯浅

平野

水島

岩本

注意力が散漫なのか、それとも年齢のせいな
のか、とにかく私の頭の中の消しゴムはとて
も優秀らしく、週イチのペースで何かを忘れま
す。現に、今も手元のラーメン屋の無料トッピ
ング券（店名記載ナシ）が何処の店のモノか
忘れてますし……。以上、「その場でメモを取
る事はちょっと大事」というお話でした（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

徳田

今回の「西日本支社よもやま話」は大阪のことを
知ってもらうために、「読めたらすごい大阪の難
読地名特集」です。1位は放出。私の小さい頃は
「ハナテン中古車センター」のテレビCMが流れ
ていて関西人なら知らない人はいないと思いま
す。2位は枚方。V6・岡田准一さんの出身地で
自らイメージキャラクター「超ひらパー兄さん園
長」は有名です。枚方市はTSUTAYA創業の地
でもあり京阪電車・枚方市駅前には枚方T-SITE
があります。3位は富田林。「PL学園」がありま
す。以下は番外編です。喜連瓜破、遠里小野、
吹田、布忍、私市、野江内代、杭全。ぜひ、
調べてみてください。（い）

中村

おもしろそやな〜
知らんけど

うちらの話も
    聞いてほしいんよ〜

答えは今月号のどこかに載っています！

阿部

堺

この地名が読めたらあなたも大阪人?!

飯沼宮下

梅田

3月からは在宅勤務も減り、少しずつ書店様
訪問の機会も増えてきましたが、まだ在宅勤
務のときもあります。約1年のテレワーク期間
で最大の敵は、眠気でも、テレビでもなく電子
レンジ。会議中に家族が使うと、無線LANが
落ちて脱落します。おうち料理が流行る中、う
ちはレンジメニュー多用だなと反省です。
 西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

先日、会社近くでお昼を食べていると、先の
テーブルに高校時代の友人とおぼしき姿が。
つい声をかけそびれたので、すぐにメールし
たところ、「今日は在宅だから人違いだよ」と
の返事。結局、後日オンライン飲み会を設定し、
もう1人を加えた3人で、延々6時間半も話に
花が咲きました。でも僕は一体何を見たんだ
ろう。
 物流情報管理室 課長 飯沼昭教

GIGAス ク ー ル 構 想 に よ る 導 入 や、テ
レワーク利 用で 注目され ているノートPC

「Chromebook」につ いて知りたいと思い、
量販店で2万円台のお手軽モデルを購入して
みました。弊社解説書はまだ未刊ですが、世
界シェアでMacを抜いた勢いの理由を、テレ
ワークのサブ機として試しながら探ってみたい
と思います。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

村田哲史

3月13日・14日の2日間「第3回全国高校eス
ポーツ選手権」が開催されました。今大会は
計346チーム（前年から124チーム増）が参加
と学校現場からの注目度も年々高まっていま
す。部活動だけでなく専攻科目としてeスポー
ツを取り入れる学校も増えていくかもしれませ
んね。
 出版マーケティング部 主任/ プランナー

 梅田拓実

加茂下

本郷

村田

後藤

丸山

答え：放出＝はなてん、枚方＝ひらかた、富田林＝とんだばやし、喜連瓜破＝きれうりわり、遠里小野＝おりおの、吹田＝すいた、布忍＝ぬのせ、私市＝きさいち、野江内代＝のえうちんだい、杭全＝くまた

はじめて見た
ツールなんですけど……

3月8日に『できるMicrosoft Teams for Education」が発売になりました。
ここでは「Teams for Educationって何?」などといった書店員さんの疑問にお答えします。

Teams for Educationは、マイクロソフトのビ
ジネスコミュニケーションツール「Teams」が学
校向けにカスタマイズされたもので、主な機能
は下の表のとおりです。生徒1人に1台のパソコ
ンを整備する「GIGAスクール構想」にも対応し
ており、マイクロソフトのアカウントを導入し
た多くの学校で先生と生徒が使っています。

それぞれマイクロソフトとグーグルが提供し
ていますが、パソコンを使ったオンライン授業
やスケジュールの管理など、主な機能や用途は
同じです。グーグルを採用した自治体や学校は

「Google〜」を使い、マイクロソフトを採用し
た自治体や学校は「Teams〜」を使っています。

Teams for Educationの主な機能
チャット グループでメッセージのやり取りができる
ビデオ会議 オンライン授業ができる
課題 生徒に課題や小テストを出せる
予定表 学校行事や授業の予定を管理できる

本書の対象読者は学校関係者の方々なので、パソコン
の棚と教育書の棚の2か所で展開していただくのがベ
ストです。学校関係者の関心が高いテーマで、現在は
競合書もありません。好調な既刊書『できるGoogle for 
Education』とともに、ぜひ年度始めに売り伸ばしを！

『できるMicrosoft Teams for Education 
すぐに始めるオンライン授業』
ISBN：978-4-295-01099-9
定価：2,200円（税込）

『できるTeams for Education』
について教えて

学校向けにカスタマイズされた
「Teams」ですA

そもそも
Teams for Educationって何？Q.1 Google for Education

とはどう違うの？Q.2
サービスの提供元が
違うだけで機能や
用途はほぼ同じです

A

パソコン＆教育書の2か所がベストです！A
どの棚で展開するのがいいのかな？Q.3

山折

山折




