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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
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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 8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

梅田

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

岩織

阿部

宮下

村田

先日発売された限定版のガンプラをもらいま
した。1/144スケールと表示されたパッケー
ジを開けてみると弱った目にはなかなか辛そ
うなパーツが詰まっていましたが、少しずつ
組んでみることにしました。横浜にある1/1ス
ケールの歩く方も見たいと思うのですが、やは
りワクチン接種を終えてからですかね。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

村田哲史

旅行も外食もままならないので、旅をテーマに
世界の料理を楽しんでいます。参考にしている
のは『世界の台所探検』（青幻舎）。身近な材料
で作れて、ほっとする味が多いのは望外の喜
びです。スーダンのバミヤとブルガリアのリュ
テニツァ、ぜひお試しください。

出版マーケティング部 部長 岩織康子

湯浅

水島

岩本

平野

オリックスの11連勝もあり、阪神も絶好調な
んで、関西では日本シリーズが淀川を挟んで
あるかも？とにわかに盛り上がっています。10
年以上前に大阪近鉄バファローズが消滅して
から、応援するチームが定まってない、パ・リー
グファンのおっさんですが、今年は丑年やし
年男なんで応援しようかな。

西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

徳田

緊急事態宣言の影響で西日本支社でもテレワー
クの日々が続いています。通勤がなくなった影
響で運動不足となり体がかなり硬い……、これ
ではダメだということで西日本支社メンバー3人
で「裏もも伸ばし」をしながら体を柔らかくする
ことにしました。このストレッチを継続すること
でマイナス10歳若返る効果があるみたいです。
3人のストレッチの様子はインプレスブックスの
ツイッターに投稿していますので、皆さまぜひご
覧ください。
・「インプレスブックス」Twitter
https://twitter.com/impress_corp

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〜

全員、地面に手がつきません……。

後藤

加茂下

密を避けて公園でストレッチ。3人とも気合十分です。

平田嘉藤

飯沼

15年も同じ床屋に通っていると、いつもの店
長が休みでも他のスタッフは私の好みを知っ
てるはずですから、そんな安心感のもと1時間
ほど寝た結果、髪型は置いといて、なぜか眉
毛がビーバップハイスクール並みのシャープ
な感じに……。安心感というより頓珍漢だった
という出来事のご報告でした（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

この時期、バナナを買ってはすぐ熟れてしま
い、そのままでは食べられないけど捨てたくな
い……を繰り返しています。というわけで、休
日は熟れたバナナを消費するべくアレンジに
勤しんでいます。いまハマっているのは、カル
ダモンとバナナのパウンドケーキ。砂糖を少な
めにすると、スパイスの効いた大人な味でオ
ススメです。

出版営業部 主任 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

4月にBABYMETALのライブを観に日本武道
館へ行きました。昨年は配信ライブだけだっ
たので久々の生ライブでしたが、本物の爆音
に酔いしれました。何でもオンラインになって
しまった1年半ですが、リアルに勝るものは無
いと改めて感じた時間でした。これからもリア
ルの良さを大切にしていきたいです。

出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

レバニラ炒めが大好きなんです。ただ本当に
おいしいものを出す店はなかなかありません。
そんな中、ついに発見しました！ 地元千葉県
は柏市にある町中華「みやま」の商品名もズバ
リ「世界最強のレバニラ」！ レバーの厚さは何
と2センチ！ しかも新鮮そのもの！ まさに至福
のひと時を過ごせる逸品です。
 物流情報管理室 課長 飯沼昭教

野原

本郷

大賀

堺

丸山
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話題のノートPC
「Chromebook」待望の解説書 一挙2冊刊行！

起動の速さ、強固なセキュリティ、安価で購入できることなどで利用者を増やしているGoogleのノートパソコン「Chromebook」。

人気の盛り上がりを受け、インプレスでは他社に先駆けて解説書を2冊刊行いたします。ぜひ大きくご展開ください！
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『できるChromebook 
新しいGoogleのパソコンを使いこなす本』
ISBN：978-4-295-01169-9
定価：1,650円（税込）

『Chromebook仕事術 最速で業務に
生かす基本＋活用ワザ（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-01177-4
定価：1,848円（税込）

（編集部・荻上） （編集部・小渕）
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★★★

YEARS
ANNIVERSARY
創刊３周年、ありがとうございます！

WindowsやMacとは違い、あまり知られ
ていないChromebookの操作方法を、最初
の電源オンから画面付きで掲載。さらに、

「Zoom」などのビデオ会議ツールの使い
方や、クラウドを活かしたファイル共有、
オフラインでの使い方も紹介しています。
Chromebookが初めての人から、さらに使
いこなしたい人まで幅広くお勧めです！

基本操作から
しっかり解説しています！

オフィスへの出社が戻りつつも、週に何日
かは自宅などでテレワークをする人も多い
のでは？ その日によって働く場所が変わ
る新しいワークスタイルには、手軽に持ち
運べて軽快に動くChromebookがピッタ
リ。Windowsとの違い、Microsoft Office
の使い方など、「仕事目線」での活用法が本
書にギッシリ詰まっています！

ビジネスに役立つ
テクニックを満載しました！

担当の
いち押し
ポイント！

担当の
いち押し
ポイント！

はじめて使う人は
「できる」でバッチリ！

Chromebookの
ビジネス活用法が満載！

山折

山折



「アルゴリズム」と言うと難しそうに聞こえるかもしれない

ね。でも「何かの問題を解くための一定の手順」と言ったら、

どうだろう？ 将棋や囲碁の定石と呼ばれる打ち方もそうだ

し、小学校で習う筆算や高校数学の三角関数だってアル

ゴリズムと言えるよね。現にこの言葉は、ヨーロッパで500

年間も使われた数学の教科書『アルゴリトミ』とその作者の

名前が由来になっているそうだよ。

現在はおもに「コンピューターが処理を実行するための計

算手順」を示したものとして使われている。例えば「ソート」

アルゴリズムは、コンピューターが「並べ替え（ソート）」を行

うための手順。「サーチ」は「データを探索（サーチ）」するた

めの手順を示したもの。エンジニアがアルゴリズムを使い

こなせるということは、すなわち正しい問題解決の手順を

コンピューターに正しく命令できることでもあるんだ。

最近では企業の就職試験、基本情報技術者試験といった

国家資格でもアルゴリズムが出題されるのが当たり前に

なった。もはやエンジニアの基礎として避けて通れない知

識、という認識が高まっているんだよ。

アルゴリズムって何？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。

「何かの問題を解くための一定の手順」と考えたら、
わかりやすいよ

Scratch は簡単にプログラムをリミックスできることから、DJ がレコードをこする「スクラッチング」にちなんで名付けられました。PC雑学 Chrome は Web ブラウザーの UI を指す言葉。開発者が UI にこだわったことが「Google Chrome」の名前の由来になりました。PC雑学

算数で習った筆算も
アルゴリズムだったんだもーん

足し算の筆算

①1の位を足す、②繰り上がる、③10の位
を全部足す

関 連
書 籍

『Pythonで学ぶアルゴリズム
の教科書 一生モノの知識と技
術を身につける』
ISBN：978-4-295-01119-4
定価：2,695円（税込）

25
＋67
92

①12

②1

③

口コミで火がつき、
売り上げが2.4倍に伸長！

『ストーリー仕立てでやさしく学べる』『初心者の
気持ちに寄り添った本』と評判の「できるイラス
トで学ぶシリーズ」が絶好調です！ 本シリーズ
の魅力を紹介します。

2018年12月 に『で き る イ ラ ス ト で 学 ぶ 入 社1年 目 か ら のExcel 
VBA』が発売されました。ネット書店などで読者様の口コミが広がり、
ジワジワと売り上げを伸ばし、2年あまりで重版7刷となりました。
なかでもこの1年はリモートワーク拡大による需要増を受けて売り上
げが急伸、昨年4月は「382冊」だった全国POS実績が、今年4月には

「934冊」と、約2.4倍に拡大しています。
6月17日には、シリーズ第2弾『できる イラストで学ぶ 入社1年目か
らのExcel関数』も発売、今後もシリーズ強化を進めていきます。今、勢
いのある「できるイラストで学ぶシリーズ」は2点並べての展開で間違
いありません！ ご注文をお待ちしています。

有隣堂横浜駅西口店様

『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)

『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
定価：1,485円(税込)

『まんがでプログラミング 
進め！けやき坂クリエイターズ 
Scratch 3.0編』
ISBN：978-4-295-01140-8
定価：1,650円（税込）

子どもプログラミング＆オンライン授業で役立つ

「子どもの教育本」特集
今年の夏は、毎年恒例の「子どもプログラミング入門書」のご案内に加えて、オンライン授業の開始で教育関係者を中心に話題の

「学校向けコミュニケーションサービス解説書」もご紹介します。両者ともに夏だけでなく、通年で展開できるフェアとしてもお
すすめです！

感染症対策で、オンライン授業が導入され、
授業方法が大きく変わりました。オンライン
授業を円滑に進めるサービスとして人気を
集めているのが、「Google for Education」
と「Microsoft Teams for Education」です。
できるシリーズでは、このサービスを解説し
た入門書をご用意しています。読者の皆様か
らも“わかりやすい”と好評です！

『で き る キ ッ ズ 子 ど も と 学 ぶ
LINE entryプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-01170-5
定価：1,980円（税込）

『できるキッズ 子どもと学ぶ
JavaScriptプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00485-1
定価2,420円（税込）

JavaScriptを使ってコードを書
く本格的なプログラミング方法
を解説。本書の最後には「落ち物
パズル」が制作できます。

無料のプログラミング学習プ
ラットフォーム「LINE entry」（ラ
インエントリ―）の学び方・楽し
み方を丁寧に解説しています。

『できる たのしくやりきるScratch3
子どもAIプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-01032-6
定価1,320円（税込）

「ひとりでも1週間でやりきれ
る」をコンセプトに、子どもが1
人で楽しみながらプログラミン
グとAIを同時に学べます。

『できる たのしくやりきる Scratch3
子どもプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00765-4
定価1,210円（税込）

「なぜそうなるのか」「どんなし
くみで動いているのか」といっ
たプログラミングの本質と応用
力が身に付きます。

『できるキッズ 子どもと学ぶ
 Scratch3プログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00643-5
定価2,068円（税込）

日本一売れているScratchプロ
グラミング本！ 初めてプログ
ラミングを学ぶ子どもと保護者
にぴったりです。

『できるGoogle for
Education コンプリート
ガイド 導入・運用・実践編 
増補改訂2版』
ISBN：978-4-295-01059-3
定価2,420円（税込）

『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）

最新刊最新刊

学校現場で大好評！オンライン授業をサポートする 2冊

Scratch日本語版の翻訳者
である阿部和広先生の監修
のもと、小学生たちが力を合
わせてゲームを完成させる
マンガと、ストーリーに沿っ
た操作解説で楽しく学べる
入門書です。�（編集部・片元）

担当編集よりひとこと

重版
7刷

6/17
新刊
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「アルゴリズム」と言うと難しそうに聞こえるかもしれない

ね。でも「何かの問題を解くための一定の手順」と言ったら、

どうだろう？ 将棋や囲碁の定石と呼ばれる打ち方もそうだ

し、小学校で習う筆算や高校数学の三角関数だってアル

ゴリズムと言えるよね。現にこの言葉は、ヨーロッパで500

年間も使われた数学の教科書『アルゴリトミ』とその作者の

名前が由来になっているそうだよ。

現在はおもに「コンピューターが処理を実行するための計

算手順」を示したものとして使われている。例えば「ソート」

アルゴリズムは、コンピューターが「並べ替え（ソート）」を行

うための手順。「サーチ」は「データを探索（サーチ）」するた

めの手順を示したもの。エンジニアがアルゴリズムを使い

こなせるということは、すなわち正しい問題解決の手順を

コンピューターに正しく命令できることでもあるんだ。

最近では企業の就職試験、基本情報技術者試験といった

国家資格でもアルゴリズムが出題されるのが当たり前に

なった。もはやエンジニアの基礎として避けて通れない知

識、という認識が高まっているんだよ。

アルゴリズムって何？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。

「何かの問題を解くための一定の手順」と考えたら、
わかりやすいよ

Scratch は簡単にプログラムをリミックスできることから、DJ がレコードをこする「スクラッチング」にちなんで名付けられました。PC雑学 Chrome は Web ブラウザーの UI を指す言葉。開発者が UI にこだわったことが「Google Chrome」の名前の由来になりました。PC雑学

算数で習った筆算も
アルゴリズムだったんだもーん

足し算の筆算

①1の位を足す、②繰り上がる、③10の位
を全部足す

関 連
書 籍

『Pythonで学ぶアルゴリズム
の教科書 一生モノの知識と技
術を身につける』
ISBN：978-4-295-01119-4
定価：2,695円（税込）
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①12

②1

③

口コミで火がつき、
売り上げが2.4倍に伸長！

『ストーリー仕立てでやさしく学べる』『初心者の
気持ちに寄り添った本』と評判の「できるイラス
トで学ぶシリーズ」が絶好調です！ 本シリーズ
の魅力を紹介します。

2018年12月 に『で き る イ ラ ス ト で 学 ぶ 入 社1年 目 か ら のExcel 
VBA』が発売されました。ネット書店などで読者様の口コミが広がり、
ジワジワと売り上げを伸ばし、2年あまりで重版7刷となりました。
なかでもこの1年はリモートワーク拡大による需要増を受けて売り上
げが急伸、昨年4月は「382冊」だった全国POS実績が、今年4月には

「934冊」と、約2.4倍に拡大しています。
6月17日には、シリーズ第2弾『できる イラストで学ぶ 入社1年目か
らのExcel関数』も発売、今後もシリーズ強化を進めていきます。今、勢
いのある「できるイラストで学ぶシリーズ」は2点並べての展開で間違
いありません！ ご注文をお待ちしています。

有隣堂横浜駅西口店様

『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)

『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
定価：1,485円(税込)

『まんがでプログラミング 
進め！けやき坂クリエイターズ 
Scratch 3.0編』
ISBN：978-4-295-01140-8
定価：1,650円（税込）

子どもプログラミング＆オンライン授業で役立つ

「子どもの教育本」特集
今年の夏は、毎年恒例の「子どもプログラミング入門書」のご案内に加えて、オンライン授業の開始で教育関係者を中心に話題の

「学校向けコミュニケーションサービス解説書」もご紹介します。両者ともに夏だけでなく、通年で展開できるフェアとしてもお
すすめです！

感染症対策で、オンライン授業が導入され、
授業方法が大きく変わりました。オンライン
授業を円滑に進めるサービスとして人気を
集めているのが、「Google for Education」
と「Microsoft Teams for Education」です。
できるシリーズでは、このサービスを解説し
た入門書をご用意しています。読者の皆様か
らも“わかりやすい”と好評です！

『で き る キ ッ ズ 子 ど も と 学 ぶ
LINE entryプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-01170-5
定価：1,980円（税込）

『できるキッズ 子どもと学ぶ
JavaScriptプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00485-1
定価2,420円（税込）

JavaScriptを使ってコードを書
く本格的なプログラミング方法
を解説。本書の最後には「落ち物
パズル」が制作できます。

無料のプログラミング学習プ
ラットフォーム「LINE entry」（ラ
インエントリ―）の学び方・楽し
み方を丁寧に解説しています。

『できる たのしくやりきるScratch3
子どもAIプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-01032-6
定価1,320円（税込）

「ひとりでも1週間でやりきれ
る」をコンセプトに、子どもが1
人で楽しみながらプログラミン
グとAIを同時に学べます。

『できる たのしくやりきる Scratch3
子どもプログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00765-4
定価1,210円（税込）

「なぜそうなるのか」「どんなし
くみで動いているのか」といっ
たプログラミングの本質と応用
力が身に付きます。

『できるキッズ 子どもと学ぶ
 Scratch3プログラミング入門』
ISBN：978-4-295-00643-5
定価2,068円（税込）

日本一売れているScratchプロ
グラミング本！ 初めてプログ
ラミングを学ぶ子どもと保護者
にぴったりです。

『できるGoogle for
Education コンプリート
ガイド 導入・運用・実践編 
増補改訂2版』
ISBN：978-4-295-01059-3
定価2,420円（税込）

『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）

最新刊最新刊

学校現場で大好評！オンライン授業をサポートする 2冊

Scratch日本語版の翻訳者
である阿部和広先生の監修
のもと、小学生たちが力を合
わせてゲームを完成させる
マンガと、ストーリーに沿っ
た操作解説で楽しく学べる
入門書です。�（編集部・片元）

担当編集よりひとこと

重版
7刷

6/17
新刊

谷折

谷折
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「今年も織姫様と彦星様は、オンライン七夕かな？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 8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

梅田

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

岩織

阿部

宮下

村田

先日発売された限定版のガンプラをもらいま
した。1/144スケールと表示されたパッケー
ジを開けてみると弱った目にはなかなか辛そ
うなパーツが詰まっていましたが、少しずつ
組んでみることにしました。横浜にある1/1ス
ケールの歩く方も見たいと思うのですが、やは
りワクチン接種を終えてからですかね。
 出版営業局 局次長 兼 出版営業部 部長

村田哲史

旅行も外食もままならないので、旅をテーマに
世界の料理を楽しんでいます。参考にしている
のは『世界の台所探検』（青幻舎）。身近な材料
で作れて、ほっとする味が多いのは望外の喜
びです。スーダンのバミヤとブルガリアのリュ
テニツァ、ぜひお試しください。

出版マーケティング部 部長 岩織康子

湯浅

水島

岩本

平野

オリックスの11連勝もあり、阪神も絶好調な
んで、関西では日本シリーズが淀川を挟んで
あるかも？とにわかに盛り上がっています。10
年以上前に大阪近鉄バファローズが消滅して
から、応援するチームが定まってない、パ・リー
グファンのおっさんですが、今年は丑年やし
年男なんで応援しようかな。

西日本支社 課長 宮下雅文
 （大阪、兵庫、四国、九州北部担当）

徳田

緊急事態宣言の影響で西日本支社でもテレワー
クの日々が続いています。通勤がなくなった影
響で運動不足となり体がかなり硬い……、これ
ではダメだということで西日本支社メンバー3人
で「裏もも伸ばし」をしながら体を柔らかくする
ことにしました。このストレッチを継続すること
でマイナス10歳若返る効果があるみたいです。
3人のストレッチの様子はインプレスブックスの
ツイッターに投稿していますので、皆さまぜひご
覧ください。
・「インプレスブックス」Twitter
https://twitter.com/impress_corp

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〜

全員、地面に手がつきません……。

後藤

加茂下

密を避けて公園でストレッチ。3人とも気合十分です。

平田嘉藤

飯沼

15年も同じ床屋に通っていると、いつもの店
長が休みでも他のスタッフは私の好みを知っ
てるはずですから、そんな安心感のもと1時間
ほど寝た結果、髪型は置いといて、なぜか眉
毛がビーバップハイスクール並みのシャープ
な感じに……。安心感というより頓珍漢だった
という出来事のご報告でした（笑）。
 オンライン・法人営業部 課長 嘉藤大輔

この時期、バナナを買ってはすぐ熟れてしま
い、そのままでは食べられないけど捨てたくな
い……を繰り返しています。というわけで、休
日は熟れたバナナを消費するべくアレンジに
勤しんでいます。いまハマっているのは、カル
ダモンとバナナのパウンドケーキ。砂糖を少な
めにすると、スパイスの効いた大人な味でオ
ススメです。

出版営業部 主任 平田葵
 （都内、千葉、北海道担当）

4月にBABYMETALのライブを観に日本武道
館へ行きました。昨年は配信ライブだけだっ
たので久々の生ライブでしたが、本物の爆音
に酔いしれました。何でもオンラインになって
しまった1年半ですが、リアルに勝るものは無
いと改めて感じた時間でした。これからもリア
ルの良さを大切にしていきたいです。

出版営業部 主任 大賀慎一郎
 （都内、神奈川、中部、新潟担当）

レバニラ炒めが大好きなんです。ただ本当に
おいしいものを出す店はなかなかありません。
そんな中、ついに発見しました！ 地元千葉県
は柏市にある町中華「みやま」の商品名もズバ
リ「世界最強のレバニラ」！ レバーの厚さは何
と2センチ！ しかも新鮮そのもの！ まさに至福
のひと時を過ごせる逸品です。
 物流情報管理室 課長 飯沼昭教

野原

本郷

大賀

堺

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

話題のノートPC
「Chromebook」待望の解説書 一挙2冊刊行！

起動の速さ、強固なセキュリティ、安価で購入できることなどで利用者を増やしているGoogleのノートパソコン「Chromebook」。

人気の盛り上がりを受け、インプレスでは他社に先駆けて解説書を2冊刊行いたします。ぜひ大きくご展開ください！

8/4
新刊

7/28
新刊

『できるChromebook 
新しいGoogleのパソコンを使いこなす本』
ISBN：978-4-295-01169-9
定価：1,650円（税込）

『Chromebook仕事術 最速で業務に
生かす基本＋活用ワザ（できるビジネス）』
ISBN：978-4-295-01177-4
定価：1,848円（税込）

（編集部・荻上） （編集部・小渕）

3
★★★

YEARS
ANNIVERSARY
創刊３周年、ありがとうございます！

WindowsやMacとは違い、あまり知られ
ていないChromebookの操作方法を、最初
の電源オンから画面付きで掲載。さらに、

「Zoom」などのビデオ会議ツールの使い
方や、クラウドを活かしたファイル共有、
オフラインでの使い方も紹介しています。
Chromebookが初めての人から、さらに使
いこなしたい人まで幅広くお勧めです！

基本操作から
しっかり解説しています！

オフィスへの出社が戻りつつも、週に何日
かは自宅などでテレワークをする人も多い
のでは？ その日によって働く場所が変わ
る新しいワークスタイルには、手軽に持ち
運べて軽快に動くChromebookがピッタ
リ。Windowsとの違い、Microsoft Office
の使い方など、「仕事目線」での活用法が本
書にギッシリ詰まっています！

ビジネスに役立つ
テクニックを満載しました！

担当の
いち押し
ポイント！

担当の
いち押し
ポイント！

はじめて使う人は
「できる」でバッチリ！

Chromebookの
ビジネス活用法が満載！

山折

山折




