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No.2018-159 

富士通 エフ・オー・エム 

情報リテラシー最新刊！  
情報リテラシー総合編 <改訂版> 
Windows 10・Office 2016対応 

同時1アクセス（本体） ¥6,187 

同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784865103465  

著編者名 富士通エフ・オー・エム株式会社 発行年 2018年 商品コード 1027049708 

情報を適切に活用するための技能を養い、実践に活かせるスキルを習得するためのテキストです。この1冊でWindowsの基本操作から、
Word、Excel、PowerPoint、Accessの使い方、情報モラルや情報セキュリティ、Webページ作成まで学習できます。巻末には総合力を養成
できるスキルアップ問題を収録。2017年秋のWindows10 Fall Creators Updateに対応しています。 

情報リテラシー <改訂版> 
Windows 10・Office 2016対応 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784865103441  

著編者名 富士通エフ・オー・エム株式会社 発行年 2018年 商品コード 1027049709 

パソコン実習で、情報を適切に活用するための技能を養い、実践に活かせるスキルを習得するためのテキストです。この1冊でWindowsの
基本操作から、Word、Excel、PowerPointの使い方、情報モラルや情報セキュリティについて解説しています。巻末には総合力を養成でき
るスキルアップ問題を収録。2017年秋のWindows10 Fall Creators Updateに対応しています。 

情報リテラシー入門編 <改訂版> 
Windows 10・Office 2016対応 

同時1アクセス（本体） ¥2,475 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784865103458  

著編者名 富士通エフ・オー・エム株式会社 発行年 2018年 商品コード 1027049710 

パソコン実習で、情報を適切に活用するための技能を養い、実践に活かせるスキルを習得するためのテキストです。この1冊でWindowsの
基本操作から、Word、Excel、PowerPoint の基礎的な使い方、情報モラルや情報セキュリティについて解説しています。巻末には総合力を
養成できるスキルアップ問題を収録。2017年秋のWindows10 Fall Creators Updateに対応しています。 

情報リテラシーアプリ編 <改訂版> 
Windows 10・Office 2016対応 

同時1アクセス（本体） ¥4,455 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784865103472  

著編者名 富士通エフ・オー・エム株式会社 発行年 2018年 商品コード 1027049711 

パソコン実習で、情報を適切に活用するための技能を養い、実践に活かせるスキルを習得するためのテキストです。この1冊でWord、
Excel、PowerPoint の使い方、情報モラルや情報セキュリティについて解説しています。巻末には総合力を養成できるスキルアップ問題を
収録。2017年秋のWindows10 Fall Creators Updateに対応しています。 

学生のための思考力・判断力・ 
表現力が身に付く情報リテラシー 

同時1アクセス（本体） ¥2,970 

同時3アクセス（本体） ¥5,940 

冊子版ISBN 9784865103434  

著編者名 富士通エフ・オー・エム株式会社 発行年 2018年 商品コード 1027049712 

アプリの操作スキルの習得ではなく、レポート作成やデータ活用、プレゼン発表技術についての知識の習得を目的としたテキストです。知
識習得後は2段階のワークで実践力を養う事ができます。学生が成果物を評価したり、スキルを確認できる「評価シート」をご用意していま
す。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 

よくわかるMicrosoft Word 2016 
演習問題集 

同時1アクセス（本体） ¥2,475 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784865103403  

著編者名 富士通エフ・オー・エム 発行年 2017年 商品コード 1026725160 

Wordを使いこなす応用力や考える力を養うことを目的とした、仕上がりイメージを参考にして成果物を作成していくスタイルの問題集です。「易」
「標準」「難」の3レベルの問題90問を収録しています。各問題には難易度を明記しているので、レベルに合わせた学習が可能です。Word 2016の
スキルアップを図りたい方や総合的な応用力を身に付けたい方におすすめのテキストです。 

よくわかるMicrosoft Excel 2016 
演習問題集 

同時1アクセス（本体） ¥2,475 

同時3アクセス（本体） ¥4,950 

冊子版ISBN 9784865103397  

著編者名 富士通エフ・オー・エム 発行年 2018年 商品コード 1026725161 

Excelを使いこなす応用力や考える力を養うことを目的とした、仕上がりイメージを参考にして成果物を作成していくスタイルの問題集です。「易」
「標準」「難」の3レベルの問題90問を収録しています。各問題には難易度を明記しているので、レベルに合わせた学習が可能です。Excel 2016
のスキルアップを図りたい方や総合的な応用力を身に付けたい方におすすめのテキストです。 

よくわかる自信がつくプレゼンテーション  
―引きつけて離さないテクニック―改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥4,455 

同時3アクセス（本体） ¥8,910 

冊子版ISBN 9784865103427  

著編者名 富士通エフ・オー・エム 発行年 2018年 商品コード 1026725162 

初めてプレゼンテーションを実施する方や、効果的なプレゼンテーションを実施したい方を対象に、プレゼンテーションの企画から設計、実施、さ
らには実施後のフォローまで、必要な知識やスキルを習得するための教材です。プレゼンテーションの振り返りに役立つ「チェックシート」、
「PowerPoint 2016/2013の基本機能」を添付しています。事前準備から実施まで、ポイントを押さえた実践動画付き。 

ITパスポート試験対策テキスト& 
過去問題集 平成30-31年度版 （よくわかるマスター） 

同時1アクセス（本体） ¥3,267 

同時3アクセス（本体） ¥6,534 

冊子版ISBN 9784865103380  

著編者名 富士通エフ・オー・エム 発行年 2018年 商品コード 1026725163 

※書籍版付録のCD-ROMは、付いておりません。 「ITパスポート試験」の合格を目的とした試験対策テキストです。平成27年5月に改訂された最新の出題範囲 
（シラバスVer3.0）の用語を100%網羅しています。実務経験のない学生にも理解しやすいように噛み砕いた解説と図解で、知識を整理できるように工夫しています。
また、各章末の予想問題で実戦力アップが図れます。CBT試験の概要についても解説。※過去問題プログラムCD-ROMは添付しておりません。 

よくわかる Word 2016 & Excel 2016  
改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥4,950 

同時3アクセス（本体） ¥9,900 

冊子版ISBN 9784865103502  

著編者名 富士通エフ・オ－・エム 発行年 2018年  商品コード 1026761370 

ビジネスに欠かせないOfficeの主要2ソフトの基本機能を効率よく学習できます。アプリケーション間の連携についても学習します。OS・Officeの
アップデートに対応した改訂版です。「Office 2016の基礎知識」「Office 2016の新機能」「Windows 10の基礎知識」の小冊子を特典としてダウン
ロードできます。 

よくわかる Microsoft Word 2016 & Microsoft Excel 
2016 & Microsoft PowerPoint 2016 改訂版 

同時1アクセス（本体） ¥5,940 

同時3アクセス（本体） ¥11,880 

冊子版ISBN 9784865103496  

著編者名 富士通エフ・オ－・エム 発行年 2018年  商品コード 1026810947 

ビジネスに欠かせないOfficeの主要3ソフトの基本機能を効率よく学習できます。各アプリケーション間の連携についても学習します。OS・Office
のアップデートに対応した改訂版です。「Office 2016の基礎知識」「Office 2016の新機能」「Windows 10の基礎知識」の小冊子を特典としてダウ
ンロードできます。 

情報モラル＆情報セキュリティ  
改訂2版 

同時1アクセス（本体） ¥1,237 

同時3アクセス（本体） ¥2,475 

冊子版ISBN 9784865103489  

著編者名 富士通エフ・オー・エム 発行年 2018年 商品コード 1027049707 

パソコンを利用する上で身に付けたい情報モラル、身を守るための必須スキルである情報セキュリティが学べるテキストです。何気なく利用していたネット
を安心して使いこなすために、具体的な事例を通して丁寧にわかりやすく解説しています。QA形式で一つ一つの行動の良し悪しを考えながら、着実に適
切な対応方法や行動パターンを学べます。「インストタ映え」など、最新のキーワードを盛り込み、改訂2版として提供いたします。 

2018年2月 
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