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No.2018-266 

学生のためのアカデミック情報リテラシー  
―Office2016対応― 

同時1アクセス 
（本体） ¥3,667 

同時3アクセス 
（本体） ¥7,334 

冊子版ISBN 9784908434204  

著編者名 阿部 勘一 発行年 2017年 商品コード 1024303069 
成城大学の阿部勘一教授との共著!大学での学びに求められる「アカデミックスキル」を身につけるために、どのようにコンピューターを活用したらよ
いか、を目的に作られたテキストです。そのため、大学の授業やゼミですぐに活用できる、レポート作成、論文作成、プレゼン作成に必要なコン
ピュータースキルを効率よく学習できます。 

実践ドリルで学ぶOffice活用術  
―文書作成・プレゼンに役立つ！ : Word・Excel・
PowerPoint 2016対応― 

同時1アクセス 
（本体） ¥3,311 

同時3アクセス 
（本体） ¥6,622 

冊子版ISBN 9784908434174  

著編者名 noa出版 発行年 2016年 商品コード 1023513924 
Office2016の操作を動画で学ぶリファレンス動画付きテキストです。社会に出る前に身につけておいてほしいOfficeソフトの機能を厳選していますの
で効率よく学べます。初めに完成イメージを提示し、そこで必要となる機能をリファレンス動画で習得していきます。まずは例題をじっくり学び、その
後、練習問題、応用問題、発展問題でスキルを定着し、さらに実践ドリル、総合ドリルと進んでいくことで実践力を高めます。文書作成やプレゼンに
役立つ基礎知識も掲載されていますので社会人になっても持っておきたい１冊です。 

学生のためのOffice2016&情報モラル  
―つくりたい!がカタチになる― 

同時1アクセス 
（本体） ¥3,311 

同時3アクセス 
（本体） ¥6,622 

冊子版ISBN 9784908434181  

著編者名 noa出版 発行年 2016年 商品コード 1024303068 
Word、Excel、PowerPointの基礎スキルから情報モラルまで、1冊で学べるテキストです。作り方や注意点など、作成プロセスの要所要所で押さえて
おくべきポイントを、考えながら作成する構成です。Officeソフトの操作方法は “リファレンス動画” で確認し、実際の文書に置き換えて活用していき
ますので、実践的なOfficeソフトの利活用力を身につけることができます。チラシやレポート、成績表など学生にとって身近な題材を利用し、活用編
では研究レポート・発表資料作成を疑似体験できます。 

活用事例でわかる!統計リテラシー ―数学が苦手でも大
丈夫!―（NOA SCHOOLING TXT） 

同時1アクセス 
（本体） ¥4,583 

同時3アクセス 
（本体） ¥9,167 

冊子版ISBN 9784990514884  

著編者名 noa出版 発行年 2014年 商品コード 1018868277 
はじめから数式だらけのとっつきにくい統計テキストとは違います！まずは統計分析の全体の流れを学び、世の中の活用事例に触れることで、統計
の目的や本質を理解します。その後、統計を使う上で最低限必要な考え方やルールをしっかりと学びますので、数学が苦手な文系学生にもわかり
やすいテキストになっています。また学部にあわせてチャレンジできる分野に即した実践的な演習問題もあり、幅広く汎用的に学べるテキストです。 

仮説⇔検証  
―自ら考える判断する行動する― 

同時1アクセス 
（本体） ¥3,930 

同時3アクセス 
（本体） ¥7,860 

冊子版ISBN -  

著編者名 noa出版 発行年 2013年 商品コード 1018868284 
「仮説」と「検証」という課題解決のためのプロセスを身近な事例で楽しく学べるテキストです。・学生に身近なテーマで例題、課題、演習が豊富。・
キャラクターを使ったストーリー仕立て。・ポップでわかりやすい表現。・繰り返し学習でき、自然と身につく構成。・ワークシートを使った実践的な学習。
社会人基礎力を育成する教材としてご活用いただけます。 

これだけは知っておこう!情報リテラシー ―ハードウェア、
ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティと情報モラルなど
「しくみと中身」がよくわかる!―第4版（noa schooling text） 

同時1アクセス 
（本体） ¥3,072 

同時3アクセス 
（本体） ¥7,372 

冊子版ISBN 9784908434266 

著編者名 noa出版 発行年 2017年 商品コード 1027404819 
パソコンを扱う上でこれだけは知っておいてほしい、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ、情報モラルなど一般的な基礎知識を１冊
にまとめた定番テキストです。授業で使える講師用の補助教材、スライド資料もご提供可能です。またWeb教材NESSもプラスすることができます。
NESSを使って、演習問題を繰り返し何度も行えば、講義だけでは身につかなかった知識の定着が可能になります。 

考える伝える分かちあう情報活用力 第4版 

同時1アクセス 
（本体） ¥5,953 

同時3アクセス 
（本体） ¥17,861 

冊子版ISBN 9784908434259 

著編者名 noa出版 発行年 2017年 商品コード 1026387541 
情報の収集から分析、整理・保管、表現、情報運用まで。この情報活用のプロセスを体系的に学び、例題や課題を通じてトレーニングすることで問
題解決の基礎スキルが身につきます。Office基本操作習得レベルからご利用いただけるテキストです。また、授業をサポートする専用のWebツール
「NEST」が付いています。（別途アカウント発行）確認テストや課題提出、掲示板などコミュニケーションツールを実践的に活用できるようになります。 

情報処理系各タイトル、好評配信中！ 

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


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。 2018年5月 

No 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 同時１アクセス 
（本体） 

同時３アクセス 
（本体） 

商品コード 

１ 
繰り返して慣れる!Word & Excel 2016 ―練習問題全335題― 
（noa schooling text） 

noa出版 2018 9784908434273 ¥3,352 ¥8,046 1027404820 

２ 情報倫理ハンドブック 2018年度版 noa出版 2018 - ¥918 ¥2,755 1027049706 

３ 
Office基礎と情報モラル  
―イチからしっかり学ぶ! : Office2016対応― 

noa出版 2016 9784908434099 ¥4,194 ¥8,388 1022366257 

４ 
ドリルでマスター!PowerPoint2016&プレゼンテーション 
 ―練習問題全119題― 

noa出版 2016 9784908434129 ¥3,637 ¥7,276 1022366260 

５ 
実践ドリルで学ぶ Office活用術2013対応  
―文書作成・プレゼンに役立つ!―（NOA SCHOOLING TXT） 

noa出版 2015 - ¥3,175 ¥6,351 1018868276 

６ 
学生のためのOffice 2010&情報モラル  
―身近なテーマで作って学ぶ!―第3版（NOA SCHOOLING TXT） 

noa出版 2015 - ¥3,175 ¥6,351 1018868280 

７ 
学生のためのアカデミック情報リテラシー  
―Office 2013対応―（NOA SCHOOLING TXT） 

阿部 勘一 2014 9784990514860 ¥3,667 ¥7,334 1018868278 

８ 
学生のためのOffice 2013&情報モラル  
―身近なテーマで作って学ぶ!―（NOA SCHOOLING TXT） 

noa出版 2014 - ¥3,175 ¥6,351 1018868279 

９ 
Office基礎と情報モラル ―イチからしっかり学ぶ! : Office 2013・
2010対応―（NOA SCHOOLING TXT） 

noa出版 2014 9784990514877 ¥4,194 ¥8,388 1018868281 

情報処理系各タイトル、好評配信中！ 
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