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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

「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。

今日は 何の日？
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春に引き続き「書店向けWEB商談会2021秋」
が開催されます。オンラインで空き時間に気軽

ゲリラ豪雨が怖くて諦めていたけれど、在宅

開催時期は2021年10月4日〜22日の3週間。

チャレンジしてみました。長らく憧れていた「マ

インプレスも出展していますので、コンピュー

イうめぼし」。ネットには様々なレシピが溢れて
いますが、目指すは亡き祖母の懐かしい味。

宮下

母に電話レクチャーも受け、土用干しまでは

野原

……はてさて中村家の味になるんだろうか？
出版マーケティング部 課長 中村昌代

ター書の棚づくりに困っている、フェアはこれか
ら何をやれば良いのだろう……など何でも聞い

「

日急に予定が空いたので参加したい」という方
も大歓迎です。皆さまにお会いできることを楽

加齢のせいなのか、二郎のラーメンがいけな
いのか、それとも運動不足によるものなのか、
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恐らくすべてだと思いますが（笑）、ちょっと気

2021年10 月
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ていただければと思います。詳細は下記URLを
ご確認ください。
「時間がないいので10分だけ話をしたい」
「当

中村

インターネットが
誕生

に相談できると皆さまから好評のイベントです。

勤 務 の 今ならば！と人 生 初 の 梅 干し作りに

しみにしています！
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を抜くとすぐ太るようになってきました。残念な
がら、我が家の家計にライ〇ップ代はありま

平野

せんので（苦笑）、久々に筋トレでもしてみよう

10月5日から
提供開始！

かなと思っております（とにかく腹周りをなんと
かしたい……）。


オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

「最後のOS」
とされてきたWindows 10に代わり、新OS「Windows 11」が10月5日（火）にリリースされました！

地元に流行の無人餃子屋さんが増えているの

ここではパソコン市場のトレンドやユーザーの動向、
「 できる」
シリーズの最新刊についてご紹介します。

https://dms838.wixsite.com/web-shodankai

で、餃子の雪松（ニンニクのパンチ強）
、ふくちぁ

大賀

ん餃子（普通？）を食べました。今月、神戸元町
激増し（通常2倍以上なのでパンチあり）が発
売されて食べましたが、私は普通の王将が一
番好きですわ。
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西日本支社 支社長 岩本琢磨
（西日本統括、北陸、大阪、奈良、兵庫、
九州南部担当）

追加！
新機能も順次

が
搭載パソコン
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続々 登場！

餃子も増えるようです。王将が3月にニンニク



Windows 11 がついに登場！
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西日本支社メンバーも参加します。たくさんのご参加
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高校で生物部に入る息子が、学校で蚕を飼
育しているが家に持って帰ってもよいかとの
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村田

岩織

遠縁の家の蚕小屋で見た、無数の蚕たちがう
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久々のメジャーバージョンアップ

ということもあり、Windows 11
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だるようになりました。いま1番のお気に入りは、
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刊行します！ Windows 10から

内容も大幅にブラッシュアップし

リスの食事シーンを捉えた映像とのことです。
出版営業部 主任 平田葵
（都内、千葉、北海道担当）

「できる」の新刊にも
ご期待ください！

せて、
『できるWindows 11』を

水島

しに見せてみたところその魅力に憑りつかれた
ようです。それからというもの、暇になるとテレ

ケーションアプリの「 Teams」。ビジネ

Windows 11のリリースに合わ

います。家にきてすぐの頃、猫専用の動画を試

ビの前にやって来ては「YouTubeつけて」
とね

更新されて機能が加わっていきます。

Windows 11 の登場に合わせて、最新のパソコンが続々と発

ました。ぜひ店頭にて大きくご展

今井

開ください！

「わかりにくい」
と不評だった、OS のアップデートをチェックす

次号は2021年 11月
発行予定です！

るツールが改良されました。Windows 10 からの無償アップ
デートがしやすくなり、ユーザーの増加が見込まれます！

山折

『できるWindows 11』
定価：1,100円（税込）
ISBN：978-4-295-01280-1
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HOT NEWS!

!

iPhone と iPad mini の新機種が発売！

第二弾

9月24日に、2021年の最新iPhoneとiPad miniが発売されました。iPhoneは、
「iPhone 13」「iPhone 13 mini」「iPhone 13 Pro」

が

「iPhone 13 Pro Max」の4機種がラインアップ。そしてiPadは、約2年半ぶりとなる新機種「iPad mini 6」がラインアップに加わりました。

iPhone 13

「できる YouTuber 式」シリーズは
登場！
2点同時展開が効果的です！

リーズ
待望のシ

iPhoneには、全機種とも最新の

昨年発売された
「iPad Air 4」
を彷

大好評『できるYouTuber式 Excel現場の教科書』
（ 10刷）に続くシリーズ第二弾として、
『 Googleスプレッドシート現場の教科書』が

「A15 Bionicチップ」を搭 載し、

彿とさせるデザインのiPad mini 6

発売になりました。2冊を併売していただくと、Excelとスプレッドシートのどちらを使えばいいのか迷っているお客さまが自分に合ったもの
を選べるほか、両方使いこなしたいという方の「あわせ買い」も期待できます！

処理性能が上がりました。

は、ホームボタンがなくなったこと

スタンダードモデルに位置づけら

で、液 晶 サイズが7.9インチから

れるiPhone 13/miniで は、カメ

8.3インチと大きくなりました。また

ラに「センサーシフト光学式手ぶれ

USB-Cコネクターの採用により、
さ

補正機能」が搭載され、暗い場所

まざまな周辺機器の接続も可能に

での撮影機能が向上しています。

なりました。Apple Pencilは第2

ハ イエンド モ デ ル に 該 当 する

世代に対応しています。

iPhone 13 Pro/Pro Maxでは、
iPhone初となる1TBのストレージ

販促動画を流せる
フォトフレーム提供中！

11月1日 3冊同時発売！

容量をもつモデルも加わりました。

『できるfit ドコモ のiPhone 13/mini/Pro/Pro
Max 基本＋活用ワザ』

新しい超広角カメラでは、わずか2

営業部までお気軽にお問い合わせください

定価：1,320円
（税込）
ISBN：978-4-295-01287-0

センチの距離でも撮影可能な「マ
クロ写真撮影」に対応しています。

『できるfit auのiPhone 13/mini/Pro/Pro Max
基本＋活用ワザ』

第二弾

定価：1,320円
（税込）
ISBN：978-4-295-01288-7

第一弾

販促動画用のフォトフレームもご用意していま

『 Googleスプレッドシート現場の教科書』 『 Excel現場の教科書』
す！

『できるfit ソフトバンクのiPhone13/mini/Pro/
Pro Max 基本＋活用ワザ』

ビジネスパーソンの間でリモートワークが定着しつつある今、

定価：1,320円
（税込）
ISBN：978-4-295-01289-4

iPhone 13 Pro

共同作業に強みをもつ Googleスプレッドシートの利用者が

急増中です。本書ではユースフルのスプレッドシート講師であ

簡単！ 便利！

ジュンク堂書店難波店様

紀伊國屋書店 新宿本店様

る神川陽太（ようた）氏が、仕事ですぐに役立つスプレッドシー

# 私 の 一 番 為 に なった P C 知 識

トの使い方をExcelとの違いも含めてわかりやすく解説して

できるYouTuber 式シリーズ第一弾！ 人気YouTubeチャ
ンネル「ユースフル／人材の図書館」で Excel のコンテンツ

を発信しているYouTuber の長内考平（おさ）氏が、ビジネス
の現場で学んだExcel仕事術をテキストと図解でやさしく解

説しています。本文と完全にリンクした YouTube 動画で、深い

います。第一弾と同様、YouTube 動画による解説付きです。

学びをサポート！ 仕事ですぐに役立つアイデアが満載です。

紙面上の手順解説をYouTube 動画で完全解説！

関数や数式の使い方も動画で丁寧に解説！

覚えておくと便利なショートカットや裏技、意外な使い方など、パソコンにはまだまだ知らないことがたくさんあります。
このコーナーでは、これまでPC書を手がけてきた営業部＆編集部のメンバーが、一番役に立ったパソコン知識を紹介します。

#03

Google Chatで
楽々改行！
Shift＋Enterで改行できる機能。

#04

リモートワークでも効果抜群！デスクトップを
一瞬で表示する「ボス来たスイッチ」
Windows＋Dで、デスクトップに開いている
ウィンドウをすべて最小化する機能。

Google Chatで文章の改行をしたいときにEnterを押して

Windows OSに代々伝わる、あらゆるウィンドウを一発で最

しまい、メッセージをそのまま送信してしまうことが多々あり

小化するショートカットキー。ちょっと息抜き中にボスが来て

ました。文章を細切れで送るしかないのか……そう思ってい

も、デスクトップしか見えなくなるので安心です（笑）。ウィンド

たときに教えてもらったのがこちらの技です。

ウをたくさん開きがちなリモートワーク中でも、一瞬でお片付

この技を覚えてから嬉々として改行しています。とても便利

けができる
（気がする）のでおススメです。

新刊

9/22発売！

なので皆さんもぜひ。

発売後から問い合わせがあり、お客

毎月安定して売れているイメージ。
幅広い年代に人気があります。

『できるYouTuber式
Googleスプレッドシート 現場の教科書』

西日本支社・堺 智子

定価：1,848円
（税込）
ISBN：978-4-295-01249-8

PC 雑学

編集部・荻上 徹

重版10刷！

さまの関心の高さがうかがえます。
（ジュンク堂書店難波店 天野様）

改行で読みやすい文章になりました

おかげさまで

（ジュンク堂書店難波店 天野様）
『できるYouTuber式
Excel 現場の教科書』

定価：1,650円
（税込）
ISBN：978-4-295-00558-2

デスクトップの
「 D」
で覚えました

Win d ows 11 で復活した「ウィジェット」は、Vi st a 時 代には「サイドバー」、W i nd o ws 7 時 代には「ガジェット」と呼 ばれていました。

PC 雑学

谷折

Windows 11 にも健在の Microsoft Solitaire（ソリティア）。その歴史は古く、1990 年リリースの Windows 3.0 から搭載されています。
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PC 雑学

谷折

Windows 11 にも健在の Microsoft Solitaire（ソリティア）。その歴史は古く、1990 年リリースの Windows 3.0 から搭載されています。

山折

営業部員のひとりごと

v
うちらの話も
聞いてほしいんよ〜

加茂下

おもし
ろそ
知ら やな〜
んけ
ど

できるもん

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

「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。

今日は 何の日？
堺

阿部

10 月29日

春に引き続き「書店向けWEB商談会2021秋」
が開催されます。オンラインで空き時間に気軽

ゲリラ豪雨が怖くて諦めていたけれど、在宅

開催時期は2021年10月4日〜22日の3週間。

チャレンジしてみました。長らく憧れていた「マ

インプレスも出展していますので、コンピュー

イうめぼし」。ネットには様々なレシピが溢れて
いますが、目指すは亡き祖母の懐かしい味。

宮下

母に電話レクチャーも受け、土用干しまでは

野原

……はてさて中村家の味になるんだろうか？
出版マーケティング部 課長 中村昌代

ター書の棚づくりに困っている、フェアはこれか
ら何をやれば良いのだろう……など何でも聞い

「

日急に予定が空いたので参加したい」という方
も大歓迎です。皆さまにお会いできることを楽

加齢のせいなのか、二郎のラーメンがいけな
いのか、それとも運動不足によるものなのか、

嘉藤

恐らくすべてだと思いますが（笑）、ちょっと気

2021年10 月

今月 は

ていただければと思います。詳細は下記URLを
ご確認ください。
「時間がないいので10分だけ話をしたい」
「当

中村

インターネットが
誕生

に相談できると皆さまから好評のイベントです。

勤 務 の 今ならば！と人 生 初 の 梅 干し作りに

しみにしています！
（さ）

第

39

1969年10月29日、インターネットの原
型である
「ARPANET」
（アーパネット）
で初めて通信が行われた日なんだもん。

号

ハッピーハロウィン！ ハロー、ウィンドウズ 11だもん!!

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

」号

https://book.impress.co.jp/

を抜くとすぐ太るようになってきました。残念な
がら、我が家の家計にライ〇ップ代はありま

平野

せんので（苦笑）、久々に筋トレでもしてみよう

10月5日から
提供開始！

かなと思っております（とにかく腹周りをなんと
かしたい……）。


オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

「最後のOS」
とされてきたWindows 10に代わり、新OS「Windows 11」が10月5日（火）にリリースされました！

地元に流行の無人餃子屋さんが増えているの

ここではパソコン市場のトレンドやユーザーの動向、
「 できる」
シリーズの最新刊についてご紹介します。

https://dms838.wixsite.com/web-shodankai

で、餃子の雪松（ニンニクのパンチ強）
、ふくちぁ

大賀

ん餃子（普通？）を食べました。今月、神戸元町
激増し（通常2倍以上なのでパンチあり）が発
売されて食べましたが、私は普通の王将が一
番好きですわ。

岩本

西日本支社 支社長 岩本琢磨
（西日本統括、北陸、大阪、奈良、兵庫、
九州南部担当）

追加！
新機能も順次

が
搭載パソコン
と
続々 登場！

餃子も増えるようです。王将が3月にニンニク



Windows 11 がついに登場！
ついに登場！

ファイナルファンタジー ピクセルリマスターで
「IV」をやっています。30年前にスーファミで

梅田

発売されたゲームですが、当時の2Dのドット
絵を基準にグラフィックが一新され、BGMも

後藤

いい感じにアレンジされています。名作は何回
やっても本当に最高です♪ ドラクエもピクセル

西日本支社メンバーも参加します。たくさんのご参加
お待ちしています！

新時代の OSらしく、リリース後も常に

リマスターで出して欲しいな～。
高校で生物部に入る息子が、学校で蚕を飼
育しているが家に持って帰ってもよいかとの




出版営業部 主任 大賀慎一郎
（都内、神奈川、中部、新潟担当）

話。大の虫嫌いの私は「そんなものを持ってき
たら、お父さんはこの家を出ていくからな！」
と
つい声を荒げてしまった。子供の頃、山梨の

飯沼

地元横須賀米軍基地に、米空母カール・ヴィ

村田

岩織

遠縁の家の蚕小屋で見た、無数の蚕たちがう

て寄港。艦載機見たさから、東京湾海上交通

を乗せた女王陛下を撮影できました！


出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

村田哲史
実家にいる1歳の猫が、YouTubeにハマって

スマンに特に注目されています！

ルも
チェックツー
！
新たに公開

走り、東京湾フェリー船上からF-35B戦闘機

物流情報管理室 課長 飯沼昭教

徳田

はスタートが前倒しされ、早くも盛り上がっています。

売。例年、パソコンの商戦は冬のボーナス時期でしたが、今年

ンソン、英空母クイーン・エリザベスが連続し

りにタイミングを見計らってフェリー乗り場へ

い。


イチ押しは OS に統合されたコミュニ

センターの情報と船舶位置情報システムを頼

ごめく、おぞましい光景が思い出されてならな

平田

インプレスブックス
書店様専用Webサイトの
ご案内



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！

発売！

最速刊行!!

久々のメジャーバージョンアップ

ということもあり、Windows 11

湯浅

を徹底的に検証したうえで書籍の

だるようになりました。いま1番のお気に入りは、

丸山

10/29

刊行します！ Windows 10から

内容も大幅にブラッシュアップし

リスの食事シーンを捉えた映像とのことです。
出版営業部 主任 平田葵
（都内、千葉、北海道担当）

「できる」の新刊にも
ご期待ください！

せて、
『できるWindows 11』を

水島

しに見せてみたところその魅力に憑りつかれた
ようです。それからというもの、暇になるとテレ

ケーションアプリの「 Teams」。ビジネ

Windows 11のリリースに合わ

います。家にきてすぐの頃、猫専用の動画を試

ビの前にやって来ては「YouTubeつけて」
とね

更新されて機能が加わっていきます。

Windows 11 の登場に合わせて、最新のパソコンが続々と発

ました。ぜひ店頭にて大きくご展

今井

開ください！

「わかりにくい」
と不評だった、OS のアップデートをチェックす

次号は2021年 11月
発行予定です！

るツールが改良されました。Windows 10 からの無償アップ
デートがしやすくなり、ユーザーの増加が見込まれます！

山折

『できるWindows 11』
定価：1,100円（税込）
ISBN：978-4-295-01280-1

