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いちばんやさしいExcel 2016 上級
章末練習問題・総合練習問題の解答
学習時の注意
各練習問題において、本書の完成例とまったく同じものを作り上げる必要はありません。それぞれの問題
で提示している特徴や機能を理解できていれば、完成したファイルに若干の違いがあっても学習の要点
は身に付いています。また、練習問題を自分なりに編集し、発展させ、別のブックに仕上げる作業も良い
学習方法の一つです。
学習時に使用する実習データを日経 BP 社の Web サイトからダウンロードした場合の注意点は、本書
p.(4)の「ダウンロードしたファイルを開くときの注意事項」を参照してください。
本書は以下の環境で制作・検証しました。
■Windows 10 Pro（日本語版）をセットアップした状態。
※ほかのエディションやバージョンの Windows でも、Office 2016 が動作する環境であれば、ほぼ同じ
操作で利用できます。
■Microsoft Office Professional 2016（日本語デスクトップ版）をセットアップし、Microsoft アカウン
トでサインインした状態。マウスとキーボードを用いる環境（マウスモード）
。
■画面の解像度を 1280×768 ピクセルに設定し、ウィンドウを全画面表示にした状態。
※上記以外の解像度やウィンドウサイズで使用すると、リボン内のボタンが誌面と異なる形状で表示さ
れる場合があります。
■プリンターをセットアップした状態。
※ご使用のコンピューター、プリンター、セットアップなどの状態によって、画面の表示が本書と異なる
場合があります。
※本書発行後の機能やサービスの変更により、誌面の通りに表示されなかったり操作できなかったりす
ることがあります。その場合は適宜別の方法で操作してください。
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セル D6 をクリックし、続けて「*0.1」と入力

章末練習問題 1

論理関数の練習

します。

1

6. ［偽の場合］ボックスにカーソルを移動して、

1. ［ファイル］タブをクリックします。

「0」と入力します。

2. ［開く］をクリックします。

=IF(C6>=50,D6*0.1,0)

3. ［参照］をクリックします。

7. ［OK］をクリックします。

4. ［開く］ダイアログボックス内のナビゲーショ

3

ンウィンドウから［ドキュメント］をクリック

1.

ンターを合わせ、セル E9 までドラッグしま

します。
5. 実習用データが保存されているフォルダーを

す。
4

開き、続けて現在の章のフォルダーを開いて、

1.

［章末練習問題］フォルダーを開きます。
6. ファイルの一覧から「論理関数の練習」をクリ

5

7. ［開く］をクリックします。

1.

2

セル E6 を選択します。

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックして、

1. ブック内の指示に沿って練習を行います（解

［IF］をクリックします。
3. ［論理式］ボックスにカーソルがある状態で、

答の手順の記載は省略します）
。
3

セル C6 をクリックし、続けて「>=100」と入

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

力します。
4. ［真の場合］ボックスにカーソルを移動して、

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

セル D6 をクリックし、続けて「*0.2」と入力

ブックを閉じます。

第1章

します。
5. ［偽の場合］ボックスにカーソルを移動して、

章末練習問題 2

オフィス用品納品書＜IF 関数＞

［名前ボックス］の▼をクリックします。

1

6.

1. ブック「オフィス用品納品書」を開きます。

表示された最近使った関数の一覧から［IF］
をクリックします。

2

7. ［論理式］ボックスにカーソルがある状態で、
シート“IF 関数練習”のセル E6 を選択しま

セル C6 をクリックし、続けて「>=50」と入

す。

力します。

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックしま
3.

シート見出し“IF ネスト練習”をクリックし
てシートを切り替えます。

ックします。

1.

セル E6 右下のフィルハンドルにマウスポイ

8. ［真の場合］ボックスにカーソルを移動して、

す。

D6 をクリックし、続けて「*0.1」と入力しま

関数の一覧から［IF］をクリックします。

す。

4. ［論理式］ボックスにカーソルがある状態で、

9. ［偽の場合］ボックスにカーソルを移動して、

セル C6 をクリックし、続けて「>=50」と入

「0」と入力します。

力します。

=IF(C6>=100,D6*0.2,IF(C6>=50,D6*0.1,0))

5. ［真の場合］ボックスにカーソルを移動して、

10. ［OK］をクリックします。

2
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13. ［OK］をクリックします。

11. 数式をセル E9 までコピーします。
6

3

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

1.
4

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

ブックを閉じます。

第1章

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

章末練習問題 3

会員ポイント算定表＜AND 関数＞

ブックを閉じます。

1

第1章

1. ブック「会員ポイント算定表」を開きます。

1

セル D4 を選択します。

1. ブック「担当・商品ジャンル別販売金額記録表」

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックして、

を開きます。

［IF］をクリックします。
2

3. ［論理式］ボックスにカーソルがある状態で、

1.

［名前ボックス］の▼をクリックします。
4.

して、［SUMIF］をクリックします。
3. ［範囲］ボックスにカーソルがある状態で、セ

表示されていればそれをクリックします）
。

ル B4～B34 をドラッグします。

表示された［関数の挿入］ダイアログボック
4.

スの［関数の分類］ボックスが［論理］になっ

キーボードの F4 キーを押します。
B4:B34 → $B$4:$B$34

ていることを確認します。
6.

セル G4 を選択します。

2. ［数式］タブの［数学/三角］ボタンをクリック

表示された関数の一覧から［その他の関数］
をクリックします（この時点で AND 関数が

5.

章末練習問題 4

担当・商品ジャンル別販売金額記録表＜SUMIF・
COUNTIF＞

2
1.

数式をセル D19 までコピーします。

5. ［検索条件］ボックスにカーソルを移動して、

関数名の一覧から［AND］をクリックします。

セル F4（安藤）をクリックします。

7. ［OK］をクリックします。

6. ［合計範囲］ボックスにカーソルを移動して、

8. ［論理式 1］ボックスにカーソルがある状態で、

セル C4～C34 をドラッグします。

セル B4 をクリックし、続けて「="プラチナ"」
7.

と入力します。

キーボードの F4 キーを押します。
C4:C34 → $C$4:$C$34

9. ［論理式 2］ボックスにカーソルを移動して、
セル C4 をクリックし、続けて「>=3」と入力

=SUMIF($B$4:$B$34,F4,$C$4:$C$34)
8. ［OK］をクリックします。

します。

9.

10. 数式バー内に表示されている数式の［IF］の

セル G4 のフィルハンドルをセル G8 までド
ラッグして数式をコピーします。

部分をクリックします。
3

11. ［真の場合］ボックスにカーソルを移動して、

1.

「100」と入力します。

セル G12 を選択します。

2. ［数式］タブの［数学/三角］ボタンをクリック

12. ［偽の場合］ボックスにカーソルを移動して、

して、［SUMIF］をクリックします。

「""」（半角ダブルクォーテーションを 2 つ続

3. ［範囲］ボックスにカーソルがある状態で、セ

ける）と入力します。

ル D4～D34 をドラッグします。

=IF(AND(B4="プラチナ",C4>=3),100,"")

4.

3

キーボードの F4 キーを押します。

いちばんやさしい Excel 2016 上級

章末練習問題・総合練習問題の解答

6. ［OK］をクリックします。

D4:D34 → $D$4:$D$34

7. セル H12 のフィルハンドルをセル H15 まで

5. ［検索条件］ボックスにカーソルを移動して、
セル F12（コンピュータ）をクリックします。

ドラッグして数式をコピーします。

6. ［合計範囲］ボックスにカーソルを移動して、

6

セル C4～C34 をドラッグします。
7.

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

キーボードの F4 キーを押します。

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

C4:C34 → $C$4:$C$34

ブックを閉じます。

=SUMIF($D$4:$D$34,F12,$C$4:$C$34)
8. ［OK］をクリックします。

第2章

9.

洋菓子受注データ入力表＜VLOOKUP 関数＞

セル G12 のフィルハンドルをセル G15 まで

1

ドラッグして数式をコピーします。

1. ブック「洋菓子受注データ入力表」を開きます。

4
1.

章末練習問題 1

2

セル H4 を選択します。

1. セル D4 を選択します。

2. ［数式］タブの［その他の関数］ボタンをクリ

2. ［数式］タブの［検索/行列］ボタンをクリック

ックして、
［統計］にマウスポインターを合わ
せて、［COUNTIF］をクリックします。

して、［VLOOKUP］をクリックします。

3. ［範囲］ボックスにカーソルがある状態で、セ

3. ［検索値］ボックスにカーソルがある状態で、
セル C4 をクリックします。

ル B4～B34 をドラッグします。
4.

4. ［範囲］ボックスにカーソルを移動して、セル

キーボードの F4 キーを押します。

I4～K12 をドラッグします。

B4:B34 → $B$4:$B$34

5. キーボードの F4 キーを押します。

5. ［検索条件］ボックスにカーソルを移動して、

I4:K12 → $I$4:$K$12

セル F4（安藤）をクリックします。

6. ［列番号］ボックスにカーソルを移動して、
「2」

=COUNTIF($B$4:$B$34,F4)
6. ［OK］をクリックします。
7.

と入力します。
7. ［検索方法］ボックスにカーソルを移動して、

セル H4 のフィルハンドルをセル H8 までド

「0」と入力します。

ラッグして数式をコピーします。

8. ［OK］をクリックします。

5

3

1. セル H12 を選択します。

1. セル D4 のフィルハンドルをセル D12 までド

2. ［数式］タブの［その他の関数］ボタンをクリ

ラッグして数式をコピーします。

ックして、
［統計］にマウスポインターを合わ
4

せて、［COUNTIF］をクリックします。

1. セル F4 を選択します。

3. ［範囲］ボックスにカーソルがある状態で、セ

2. ［数式］タブの［検索/行列］ボタンをクリック

ル D4～D34 をドラッグします。
4. キーボードの F4 キーを押します。

して、［VLOOKUP］をクリックします。
3. ［検索値］ボックスにカーソルがある状態で、

D4:D34 → $D$4:$D$34

セル C4 をクリックします。

5. ［検索条件］ボックスにカーソルを移動して、

4. ［範囲］ボックスにカーソルを移動して、セル

セル F12（コンピュータ）をクリックします。

I4～K12 をドラッグします。

=COUNTIF($D$4:$D$34,F12)

4
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7. ［検索方法］ボックスにカーソルを移動して、

5. キーボードの F4 キーを押します。
I4:K12 → $I$4:$K$12

「0」と入力します。
8. ［OK］をクリックします。

6. ［列番号］ボックスにカーソルを移動して、
「3」

3

と入力します。
7. ［検索方法］ボックスにカーソルを移動して、

1. セル C3 のフィルハンドルをセル C17 までド

「0」と入力します。

ラッグして数式をコピーします。

8. ［OK］をクリックします。

4
1. セル C3 を選択して、Delete キーを押します。

5

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックして、

1. セル F4 のフィルハンドルをセル F12 までド

［IFERROR］をクリックします。

ラッグして数式をコピーします。

3. ［値］ボックスにカーソルがある状態で、
［名前

6
1. セル C11 に「303」と入力して、商品名と単価

ボックス］の▼をクリックします。
4. 表示された関数の一覧から［VLOOKUP］をク

が表示されることを確認します。
2. セル C12 に「103」と入力して、商品名と単価

リックします。
5. ［検索値］ボックスにカーソルがある状態で、

が表示されることを確認します。

セル B3 をクリックします。

7

6. ［範囲］ボックスにカーソルを移動して、セル

1. セル E11 に「10」と入力します。

J3～L8 をドラッグします。

2. セル E12 に「15」と入力します。

7. キーボードの F4 キーを押します。

8

8. ［列番号］ボックスにカーソルを移動して、
「2」

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

と入力します。

ボタンをクリックします。

9. ［検索方法］ボックスにカーソルを移動して、

2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

「0」と入力します。

ブックを閉じます。

第2章

10. 数式バー内の［IFERROR］の部分をクリック

章末練習問題 2

スポーツ用品販売リスト <VLOOKUP 関数、
IFERROR 関数＞

します。
11.［エラーの場合の値］ボックスにカーソルを移

1

動して、
「""」と入力します（半角ダブルクォー

1. ブック「スポーツ用品販売リスト」を開きます。
2
1.

テーションを 2 つ続ける）
。
12.［OK］をクリックします。

セル C3 を選択します。

5

2. ［数式］タブの［検索/行列］ボタンをクリック

1.

して、［VLOOKUP］をクリックします。

ラッグして数式をコピーします。

3. ［検索値］ボックスにカーソルがある状態で、

6

セル B3 をクリックします。

1. 同様の方法で IFERROR 関数と VLOOKUP

4. ［範囲］ボックスにカーソルを移動して、セル

関数を組み合わせて数式を作成します。
［列番

J3～L8 をドラッグします。
5.

セル C3 のフィルハンドルをセル C17 までド

号］ボックスには「3」を入力します。

キーボードの F4 キーを押します。

7

6. ［列番号］ボックスにカーソルを移動して、
「2」

1. セル G3 を選択します。

と入力します。

5
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1. ブック「植物辞典」を開きます。

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックして、

2

［IFERROR］をクリックします。

1.

3. ［値］ボックスにカーソルがある状態で、
［名前

セル C5 を選択します。

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックして、

ボックス］の▼をクリックします。
4. 表示された関数の一覧から［VLOOKUP］をク

［IFERROR］をクリックします。
3. ［値］ボックスにカーソルがある状態で、［名

リックします。
5. ［検索値］ボックスにカーソルがある状態で、

前ボックス］の▼をクリックします。
4.

セル B3 をクリックします。
6. ［範囲］ボックスにカーソルを移動して、セル

表示された関数の一覧から［VLOOKUP］を
クリックします。

5. ［検索値］ボックスにカーソルがある状態で、

J12～K15 をドラッグします。

セル C3 をクリックします。

7. キーボードの F4 キーを押します。

6. ［範囲］ボックスにカーソルを移動して、セル

8. ［列番号］ボックスにカーソルを移動して、
「2」

G4～L7 をドラッグします。

と入力します。
7.

9. ［検索方法］ボックスにカーソルを移動して、
「1」（または TRUE）と入力します。

キーボードの F4 キーを押します（今回は数
式をコピーしないため、この操作はしなくて

10. 数式バー内の［IFERROR］の部分をクリック

もかまいません）
。
8. ［列番号］ボックスにカーソルを移動して、
「2」

します。
11.［エラーの場合の値］ボックスにカーソルを移

と入力します。
9. ［検索方法］ボックスにカーソルを移動して、

動して、
「""」と入力します（半角ダブルクォー
テーションを 2 つ続ける）
。

「0」と入力します。
10. 数式バー内の［IFERROR］の部分をクリック

12.［OK］をクリックします。
13. セル G3 のフィルハンドルをセル G17 までド

します。
11. ［エラーの場合の値］ボックスにカーソルを移

ラッグして数式をコピーします。
8

動して、
「データ登録なし」と入力します。
12. ［OK］をクリックします。

1. セル F3 を選択して、数式バーの
［関数の挿入］

3

をクリックします。
2. ［値］ボックスと［エラーの場合の値］ボック

1. 同様の方法で、セル C6 に数式を作成します。

スの内容を確認して［キャンセル］をクリック

［列番号］ボックスには「3」を入力します。
4

します。
3. 同様の方法で、H3 の数式を確認します。

1. セル C3 に「アサガオ」と入力します。
2. セル C5 に「ヒルガオ科」
、セル C6 に「つる性

9
1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

一年草」と表示されることを確認します。
5

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

ブックを閉じます。

第2章

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

章末練習問題 3

植物辞典<VLOOKUP 関数、IFERROR 関数＞

ブックを閉じます。

1

第3章

6
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3. ［上位/下位ルール］をポイントして［下位 10

条件付き書式と入力規則の練習
1

項目］をクリックします。

1. ブック「条件付き書式と入力規則の練習」を開

4. ［下位に入るセルを書式設定］の項目数を［3］

きます。

に設定します。

2

5. ［書式］を［濃い赤の文字、明るい赤の背景］

1. ブック内の指示に沿って練習を行います（解

に設定します。
6. ［OK］をクリックします。

答の手順の記載は省略します）
。
3

5

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

1.

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

リックします。
3. ［ルールのクリア］をポイントして［選択した

ブックを閉じます。

第3章

章末練習問題 2

セルからルールをクリア］をクリックします。
6

ジャム半期売上集計表＜条件付き書式＞
1

1.

1. ブック「ジャム半期売上集計表」を開きます。

リックします。
セル H3～H19 を範囲選択します。

3. ［上位/下位ルール］をポイントして［平均より

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

上］をクリックします。
4. ［書式］を［濃い緑の文字、緑の背景］に設定

リックします。
3. ［データバー］をポイントして“塗りつぶし（グ

します。
5. ［OK］をクリックします。

ラデーション）
”の［赤のデータバー］をクリ

7

ックします。
3
1.

1.
セル B3～G19 を範囲選択します。

セル B3～G19 を範囲選択します。

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

リックします。
3. ［ルールのクリア］をポイントして［選択した

リックします。
3. ［上位/下位ルール］をポイントして［上位 10

セルからルールをクリア］をクリックします。
8

項目］をクリックします。
4. ［上位に入るセルを書式設定］の項目数を［3］

1.

セル B3～G19 を範囲選択します。

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

に設定します。
5. ［書式］を［濃い黄色の文字、黄色の背景］に

リックします。
3. ［セルの強調表示ルール］をポイントして［指

設定します。
6. ［OK］をクリックします。

定の値より大きい］をクリックします。

4
1.

セル H3～H19 を範囲選択します。

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

2
1.

セル H3～H19 を範囲選択します。

4. ［ 次 の 値 よ り 大 き い セ ル を 書 式 設 定 ］ に
セル B3～G19 を範囲選択します。

「50000」と入力します。

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

5. ［書式］を［濃い黄色の文字、黄色の背景］に

リックします。

設定します。

7
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6. ［OK］をクリックします。
9

6.

キーボードの F4 キーを 2 回押します
（=$I3）。

7.

つづけて、「="完了"」を入力します。

8. ［書式］をクリックし、
［塗りつぶし］タブの背

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

景色の一覧から任意の色をクリックします。

ボタンをクリックします。

9. ［フォント］タブの［色］ボックスの▼をクリ

2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

ックして［白、背景］をクリックします。

ブックを閉じます。

第3章

10. （
［セルの書式設定］ダイアログボックスの）

章末練習問題 3

ホワイトボード受注発送管理表＜条件付き書式
＞

［OK］をクリックします。
11. （［新しい書式ルール］ダイアログボックスの）

1

［OK］をクリックします。

1. ブック「ホワイトボード受注発送管理表」を開

4

きます。

1.

2
1.

D7 の背景色が変化します）。

セル E3～H13 を範囲選択します。

5

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

リックし、
［新しいルール］をクリックします。

ボタンをクリックします。

3. ［指定の値を含むセルだけを書式設定］をクリ

2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

ックします。

ブックを閉じます。

4. ［次のセルのみを書式設定］の左端のボックス

第3章

が［セルの値］であることを確認します。

1

ボックスを［次の値に等しい］に設定します。

1.

隣のボックスに「済」と入力します。

7. ［書式］をクリックし、
［塗りつぶし］タブの背
2
1.

します。
8. （
［セルの書式設定］ダイアログボックスの）

セル C4 を選択します。

2. ［データ］タブの［データの入力規則］ボタン

［OK］をクリックします。

をクリックします。

9. （［新しい書式ルール］ダイアログボックスの）

3. ［設定］タブの［入力値の種類］ボックスを［整

［OK］をクリックします。

数］に設定します。
4. ［データ］ボックスが［次の値の間］であるこ

3
セル範囲 A3～D13 を選択します。

とを確認します。
5. ［最小値］ボックスに「1000」と入力します。

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

6. ［最大値］ボックスに「9999」と入力します。

リックし、
［新しいルール］をクリックします。

7. ［入力時メッセージ］タブをクリックします。

3. ［数式を使用して、書式設定するセルを決定］

8.

をクリックします。
4. ［次の数式を満たす場合に値を書式設定］ボッ
5.

ブック「フィットネスクラブ会員カード入力」
を開きます。

景色の一覧から任意の色をクリックして選択

1.

章末練習問題 4

フィットネスクラブ会員カード入力＜入力規則
＞

5. ［次のセルのみを書式設定］の左から 2 つ目の
6.

セル I7 に「完了」と入力します（セル A7～

誌面を参考にタイトルとメッセージを入力し
ます。

クスに半角の「=」を入力します。

9. ［エラーメッセージ］タブをクリックします。

セル I3 をクリックします。

10. ［スタイル］ボックスが［停止］になっている

8
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6.

ことを確認します。
11. 誌面を参考にタイトルとメッセージを入力し

クリックして、「31」と入力しなおします。
8

ます。
12. ［OK］をクリックします。

1.

1.

セル C4 を選択します。

2.

表示された入力時メッセージを確認します。

をクリックします。
3. ［設定］タブの［入力値の種類］ボックスを［整

3. 「181」と入力します。

数］に設定します。
4. ［データ］ボックスを［次の値より大きい］に

表示されたエラーメッセージの［再試行］を

設定します。

クリックします。

5. ［最小値］ボックス内をクリックしてカーソル

5. 「1812」と入力しなおします。
4
1.

セル E14 を選択します。

2. ［データ］タブの［データの入力規則］ボタン

3

4.

表示されたエラーメッセージの［再試行］を

を表示します。
6.

セル C8 を選択します。

ワークシートのセル G1 をクリックします。

7. ［入力時メッセージ］タブをクリックして、誌

2. ［データ］タブの［データの入力規則］ボタン

面を参考にタイトルとメッセージを入力しま

をクリックします。
3. ［設定］タブの［入力値の種類］ボックスを［整

す。
8. ［エラーメッセージ］タブをクリックし、［ス

数］に設定します。
4. ［データ］ボックスが［次の値の間］であるこ

タイル］ボックスの▼をクリックして［注意］
をクリックします。

とを確認します。
9.

5. ［最小値］ボックスに「1900」と入力します。
6. ［最大値］ボックスに「2100」と入力します。

誌面を参考にタイトルとメッセージを入力し
ます。

10. ［OK］をクリックします。

7. ［OK］をクリックします。
5

9

1.

セル E8 を選択します。

1.

セル E14 を選択します。

2.

同様の方法で、最小値を「1」
、最大値を「12」

2.

表示された入力時メッセージを確認します。

とする入力規則を設定します。

3.

今日の日付を入力します（もし練習を行う日
が 2016 年 6 月 1 日なら「2016/6/1」と入力

6
1.

セル G8 を選択します。

2.

同様の方法で、最小値を「1」
、最大値を「31」

します。
4.

表示されたエラーメッセージの［はい］をク
リックします。

とする入力規則を設定します。
7

10

1.

セル C8 を選択して「1899」と入力します。

1.

2.

表示されたエラーメッセージの［再試行］を

2. ［データ］タブの［データの入力規則］ボタン

クリックして、
「1999」と入力しなおします。
3.

セル E8 を選択して「13」と入力します。

4.

表示されたエラーメッセージの［再試行］を

をクリックします。
3. ［設定］タブの［入力値の種類］ボックスを［リ
スト］に設定します。
4. ［元の値］ボックスにカーソルを表示して、セ

クリックして、「12」と入力しなおします。
5.

セル F4 を選択します。

セル G8 を選択して「32」と入力します。

ル K4～K8 を範囲選択します。

9
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5. ［OK］をクリックします。

ブックを閉じます。

11
1.

第4章
セル C10 を選択します。

章末練習問題 1

ネットショップ売上データ＜ピボットテーブル＞
1

2. ［データ］タブの［データの入力規則］ボタン

1. ブック「ネットショップ売上データ」を開きま

をクリックします。
3. ［設定］タブの［入力値の種類］ボックスを［リ

す。
2

スト］に設定します。

1.

4. ［元の値］ボックスにカーソルを表示して、セ
ル M4～M7 を範囲選択します。

シート“2017 年”の表内の任意のセルを選択
します。

2. ［挿入］タブの［ピボットテーブル］ボタンを

5. ［OK］をクリックします。
12

クリックします。
3. ［ピボットテーブルの作成］ダイアログボック

1.

セル F4 を選択します。

2.

セル右側に表示されている▼をクリックして、

スの［テーブルまたは範囲を選択］が選択さ

ドロップダウンリストから「学生会員」をク

れていることを確認します。
4. ［ テ ー ブ ル / 範 囲 ］ ボ ッ ク ス に “ '2017 年

リックして入力します。
3.

セル C10 を選択します。

'!$A$3:$I$254”と表示されていることを確認

4.

セル右側に表示されている▼をクリックして、

します。

ドロップダウンリストから「スポーツコース」

5. ［新規ワークシート］が選択されていることを
確認します。

をクリックして入力します。

6. ［OK］をクリックします。

13
1.

3

セル C6 を選択します。Ctrl キーを押しなが

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

らセル C12 を選択します。
2. ［データ］タブの［データの入力規則］ボタン

ドウの《販売日》フィールドを［行］ボックス

をクリックし、
［データの入力規則］ダイアロ

にドラッグアンドドロップします（自動的に

グボックスの［日本語入力］タブを表示しま

月単位でグループ化されます）
。
2. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

す。
3. ［日本語入力］ボックスを［オン］に設定しま

ドウの《商品カテゴリ》フィールドを［列］ボ
ックスにドラッグアンドドロップします。

す。

3. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

4. ［OK］をクリックします。
14
1.

ドウの《金額》フィールドを［値］ボックスに
セル C6 を選択し、誌面の完成例を参考にデ

ドラッグアンドドロップします。
4

ータを入力します。
2.

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

セル C12 を選択し、誌面の完成例を参考にデ

ドウの《会員分類》フィールドを［フィルター］

ータを入力します。
15

ボックスにドラッグアンドドロップします。

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］
ボタンをクリックします。

2.

セル B1 の▼をクリックします。

3.

一覧から［特別会員］をクリックします。

4. ［OK］をクリックします。

2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

10
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5

をオンにします。
6. （
［セルの書式設定］ダイアログボックスの）

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン
ドウの［フィルター］ボックスの《会員分類》

［OK］をクリックします。
7. （
［値フィールドの書式設定］ダイアログボッ

フィールドをボックスの外へドラッグアンド

クスの）
［OK］をクリックします。

ドロップします。
6

10

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

1. シート見出し“2017 年”をクリックして、シ

ドウの［列］ボックスの《商品カテゴリ》フィ

ートを切り替えます。
2. セル G4 に「10」と入力します。

ールドを［行］ボックスへドラッグアンドド

11

ロップします。
2. ［行］ボックスの《月》フィールドを［列］ボ

1. ピボットテーブルが挿入されているシートに

ックスへドラッグアンドドロップします。
3.

切り替えます。
2. ピボットテーブル内の任意のセルを選択しま

同様に［行］ボックスの《販売日》フィールド
を［列］ボックスへドラッグアンドドロップ

す。
3. セル B8（4 月の食器）の変化に注目しながら、

します。
7
1.

［ピボットテーブルツール］の［分析］タブの
セル E4（7 月）の［＋］マークをクリックし

［更新］ボタンをクリックします。
12

ます。
2.

確認後、セル E4 の［－］マークをクリックし

1. シートを“2017 年”に切り替えて、セル A255

ます。

を選択します。
2. 「252」と入力して Tab キーを押します。

8
1.

3. 同様の方法で、誌面の図を参考に、残りのデー

ピボットテーブル内の任意のセルを選択しま

タを入力します。

す。
2. ［ピボットテーブルツール］の［デザイン］タ

13
1. シートをピボットテーブルが挿入されている

ブの［ピボットテーブルスタイル］グループ
の［その他］ボタンをクリックします。
3.

シートに切り替えます。
2. ピボットテーブル内の任意のセルを選択しま

一覧から［ピボットスタイル（中間）10］を
クリックします。

す。
3. ［ピボットテーブルツール］の［分析］タブの

9
1. “値”エリア内の任意のセル（B6～F10 の範囲

［データソースの変更］ボタンをクリックしま
す。

内）を選択します。

4. ［ピボットテーブルのデータソースの変更］ダ

2. ［ピボットテーブル］の［分析］タブの［フィ

イアログボックスが表示されたら、

ールドの設定］ボタンをクリックします。

Ctrl+Shift+End キーを押します（表の最終セ

3. ［値フィールドの設定］ダイアログボックスの

ルまでが参照範囲として選択されます）
。

［表示形式］をクリックします。

5. ［OK］をクリックします。

4. ［セルの書式設定］ダイアログボックスの［分

14

類］ボックスの［数値］をクリックします。
5. ［桁区切り（,）を使用する］チェックボックス

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

11
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クリア］ボタンをクリックします。

ボタンをクリックします。

第4章

2.

章末練習問題 2

ネットショップ売上データ＜スライサー＞

カテゴリ》スライサーの抽出も解除します。

1

8

1. ブック「ネットショップ売上データ」を閉じて

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

いる場合は開きます。

ボタンをクリックします。

2
1.

同様の方法で、
《販売日》スライサーと《商品

2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして
ピボットテーブル内の任意のセルを選択しま

ブックを閉じます。

す。

第5章

2. ［ピボットテーブルツール］の［分析］タブの

章末練習問題 1

リラクゼーションサロン売上グラフ＜複合グラ
［スライサーの挿入］ボタンをクリックします。 フ＞
1
3. ［スライサーの挿入］ダイアログボックスの
1. ブック「リラクゼーションサロン売上グラフ」
［会員分類］
、
［月］
、
［商品カテゴリ］の各チェ
を開きます。

ックボックスをオンにします。
2

4. ［OK］をクリックします。

1. セル B3～G7 を範囲選択します。

3
1.

2. ［挿入］タブの［おすすめグラフ］ボタンをク

各スライサーの上部にマウスポインターを合

リックします。

わせてドラッグし、誌面の図を参考にスライ

3. おすすめグラフの候補の最上部に表示されて

サーを移動します。
2.

各スライサーの周囲に表示されているハンド

いる集合縦棒と折れ線で構成された複合グラ

ルをドラッグして、スライサーのサイズを調

フをクリックします。
4. ［OK］をクリックします。

整します。

3

4

1. グラフ内の余白（“グラフエリア”と表示され

1. 《会員分類》スライサーの［非会員］をクリッ

る箇所）にマウスポインターを合わせてドラ

クします。

ッグし、グラフの左上とセル B10 の左上が合

5

わさる位置まで移動します。

1. 《販売日》スライサーの［5 月］をクリックし

2. グラフ右下のサイズ変更ハンドルをドラッグ

ます。
2.

Ctrl キーを押しながら［6 月］をクリックし

して、グラフの右下とセル H22 の右下が合わ

ます（5 月と 6 月は隣接しているため Shift キ

さるようにサイズを調整します。
4

ーでも同様の操作が可能です）
。

1. グラフ内のグラフタイトルをクリックします。

6
1. 《商品カテゴリ》スライサーの［その他雑貨］

2. 再度グラフタイトルをクリックして、カーソ
ルを表示します。

をクリックします。
2.

3. グラフタイトルを削除し、
「売上の推移と会員

Ctrl キーを押しながら［食器］をクリックし

種別による比較」と入力します。

ます。

4. グラフ以外の箇所をクリックします。

7

5

1. 《会員分類》スライサー上部の［フィルターの

1. セル B3～G6 を範囲選択します。続けて Ctrl

12
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キーを押しながらセル B8～G8 を範囲選択し

▶ をクリックして［第 1 縦軸］と［第 2 縦軸］

ます。

をクリックします。
3. グラフ外の任意の位置でクリックします。

2. ［挿入］タブの［おすすめグラフ］ボタンをク

4. グラフ内に表示された第 1 縦軸ラベルをクリ

リックします。
3. ［すべてのグラフ］タブをクリックします。

ックします。再度、軸ラベルをクリックしてカ

4. ［組み合わせ］をクリックします。

ーソルを表示します。
5. 軸ラベルを削除し、
「売上（単位：円）」と入力

5. ［ユーザー設定の組み合わせ］をクリックしま

します。

す。

6. 同様の方法で、第 2 縦軸ラベルに「客数（単

6. 系列名“一般会員”の［グラフの種類］ボック

位：人）
」と入力します。

スの▼をクリックして［積み上げ縦棒］をクリ
9

ックします。
7. 系列名“非会員”の［グラフの種類］ボックス

1. グラフエリアをクリックして、グラフ全体を

の▼をクリックして［積み上げ縦棒］をクリッ

選択します。
2. ［挿入］タブの［図形］ボタンをクリックして、

クします。
8. 系列名“客数”の［第 2 軸］のチェックボック

［吹き出し］の［四角形吹き出し］をクリック

スをオンにします。

します。

9. 系列名“客数”の［グラフの種類］ボックスの

3. 吹き出しの描画を開始したい位置から終了し

▼をクリックして［マーカー付き折れ線］をク

たい位置までドラッグします。
4. 吹き出しが選択された状態で「値引きによる

リックします。
10.［OK］をクリックします。

増加」と入力します。
5. 描画した吹き出しの枠線にマウスポインター

6
1. グラフ内の余白（“グラフエリア”と表示され

を合わせてドラッグし、誌面を参考に位置を
調整します。

る箇所）にマウスポインターを合わせてドラ

6. 吹き出しの調整ハンドル（黄色い〇）をドラッ

ッグし、グラフの左上とセル B24 の左上が合

グして引き出し線の長さや方向を調整します。

わさる位置まで移動します。
2. グラフ右下のサイズ変更ハンドルをドラッグ

7. 吹き出しを選択した状態で、
［描画ツール］の

して、グラフの右下とセル H35 の右下が合わ

［書式］タブの［図形のスタイル］ボックスの

さるようにサイズを調整します。

［その他］をクリックします。
8. 図形のスタイルの一覧から任意のものをクリ

7
1. グラフタイトルをクリックします。

ックします（完成例では［パステル - ゴール

2. 再度グラフタイトルをクリックして、カーソ

ド、アクセント 4］を使用）。
10

ルを表示します。
3. グラフタイトルを削除し、
「月別売上と客数の

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

推移」と入力します。

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

8
1. グラフを選択した状態で、グラフの右外に表

ブックを閉じます。

示される ［グラフ要素］をクリックします。

第5章

2. ［軸ラベル］をポイントし、右側に表示される

章末練習問題 2

ウォーキング記録グラフ＜複合グラフへの変換
＞
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1

リックします。再度、軸ラベルをクリックし

1. ブック「ウォーキング記録グラフ」を開きます。
5.

2
1.

セル A8～E9 を範囲選択します。

軸ラベルを削除し、
「体重（kg）」と入力しま
す。

2. ［ホーム］タブの［コピー］ボタンをクリック

6
1. グラフエリアをクリックして、グラフ全体を

します。
3.

てカーソルを表示します。

グラフエリアをクリックしてグラフを選択し、

選択します。
2. ［挿入］タブの［図形］ボタンをクリックして、

［ホーム］タブの［貼り付け］ボタンをクリッ
クします。

［吹き出し］の［円形吹き出し］をクリックし

3

ます。
3. 吹き出しの描画を開始したい位置から終了し

1. グラフ内の任意のデータ系列（実際のグラフ

たい位置までドラッグします。

の部分）をクリックします（たとえば、オレン
ジ色の縦棒グラフ“お父さん平均歩数”など）。

4. 吹き出しが選択された状態で「食べ過ぎ」と入

2. ［グラフツール］の［デザイン］タブの［グラ

力します。
5. 描画した吹き出しの枠線にマウスポインター

フの種類の変更］ボタンをクリックします。
3. 系列名“お父さん体重”と“お母さん体重”の

を合わせてドラッグし、誌面を参考に位置を

［第 2 軸］
のチェックボックスをオンにします。

調整します。
6. 吹き出しの調整ハンドル（黄色い〇）をドラッ

4. 系列名“お父さん体重”の［グラフの種類］ボ

グして引き出し線の長さや方向を調整します。

ックスの▼をクリックして［マーカー付き折
7

れ線］をクリックします。
5. 系列名“お母さん体重”の［グラフの種類］ボ

1. 吹き出しを選択した状態で、
［描画ツール］の

ックスの▼をクリックして［マーカー付き折

［書式］タブの［図形のスタイル］ボックスの

れ線］をクリックします。

［その他］をクリックします。

6. ［OK］をクリックします。

2. 図形のスタイルの一覧から任意のものをクリ

4

ックします（完成例では［透明、色付きの輪郭

1. グラフタイトルをクリックします。

- オレンジ、アクセント 2］を使用）。

2. 再度グラフタイトルをクリックして、カーソ

8
1. グラフ内の余白（“グラフエリア”と表示され

ルを表示します。
3. グラフタイトルを削除し、
「平均歩数と体重変

る箇所）にマウスポインターを合わせてドラ
ッグし、グラフの左上とセル A11 の左上が合

化の記録」と入力します。
5
1.

わさる位置まで移動します（吹き出しが一緒
グラフを選択した状態で、グラフの右外に表

に移動しなかった場合は、吹き出しの枠線を

示される

クリックして Delete キーで削除し、グラフを

［グラフ要素］をクリックします。

2. ［軸ラベル］をポイントし、右側に表示される

選択した状態で再度描画しましょう）。
9

▶ をクリックして［第 2 縦軸］をクリックし

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

ます。
3.

グラフ外の任意の位置でクリックします。

4.

グラフ内に表示された“第 2 軸ラベル”をク

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

14
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認します。

ブックを閉じます。

第6章

3. ［OK］をクリックします。

章末練習問題 1

7

パソコン販売店見積書＜シートの保護＞
1

1.

1. ブック「パソコン販売店見積書」を開きます。

セル B4 を選択します。

2. 「リラックス＆カフェ Seven リーフ」と入力

2

します。

1. ［校閲］タブの［シートの保護］ボタンをクリ

8

ックします。
2. ［シートの保護］ダイアログボックスの［シー

1.

セル D15 を選択し、
「2」と入力します。

2.

セル B16～F17 を範囲選択し、Delete キーを

トとロックされたセルの内容を保護する］チ

押します。
9

ェックボックスがオンになっていることを確

1.

認します。
3. ［OK］をクリックします。

セルのロックをオフにしていないセル（G15
など）を選択して、任意のデータの入力を試

3

みます。

1.

シート内の任意のセルを選択します。

2.

データの入力を試みます（内容は任意）
。

ジが表示されるので、［OK］をクリックしま

3.

シートが保護されていることを示すメッセー

す。

2.

10

ジが表示されるので、［OK］をクリックしま

1.

す。
4

意のサイズをクリックします。
2.

クリックします。
5

フォントサイズが変更できないことを確認し
ます。

1.

セル G3 を選択します。

2.

Ctrl キーを押しながら、セル B4 を選択しま

11
1. ［校閲］タブの［シート保護の解除］ボタンを

す。

クリックします。

Ctrl キーを押しながら、セル C8～C10 を範

12
1. ［校閲］タブの［シートの保護］ボタンをクリ

囲選択します。
4.

セル B4 を選択して、
［ホーム］タブの［フォ
ントサイズ］ボックスの▼をクリックして、任

1. ［校閲］タブの［シート保護の解除］ボタンを

3.

シートが保護されていることを示すメッセー

Ctrl キーを押しながら、セル B15～F25 を範

ックします。
2. ［シートの保護］ダイアログボックスの［セル

囲選択します。
5. ［ホーム］タブの［書式］ボタンをクリックし

の書式設定］チェックボックスをオンにしま

［セルのロック］をクリックします。

す。

6

3. ［OK］をクリックします。

1. ［校閲］タブの［シートの保護］ボタンをクリ

13
1. セル B4 を選択します。

ックします。
2. ［シートの保護］ダイアログボックスの［シー

2. ［ホーム］タブの［フォントサイズ］ボタンの

トとロックされたセルの内容を保護する］チ

▼をクリックして［11］をクリックします。
14

ェックボックスがオンになっていることを確

15
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1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

の［パスワード］ボックスに「111」と入力し
ます。

ボタンをクリックします。

6. ［OK］をクリックします。

2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックしま

7. ［パスワードの確認］ダイアログボックスの

す。

第6章

章末練習問題 2

［パスワードの再入力］ボックスに「111」と

支店別売上実績集計表＜ブックの保護＞

入力します。

1

8. ［OK］をクリックします。

1. ブック「支店別売上実績集計表」を開きます。

7

2

1. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

1. ［校閲］タブの［ブックの保護］ボタンをクリ

ブックを閉じます。
2.

ックします。
2. ［シート構成とウィンドウの保護］ダイアログ

［保存］をクリックします。
8

ボックスの［シート構成］チェックボックス

1.

がオンになっていることを確認します。
3. ［OK］をクリックします。

2.

2.

るので［パスワード］ボックスに「111」と入

ルクリックします。

力します。
3. ［OK］をクリックします。

ブックが保護されていることを示すメッセー

9

3. ［OK］をクリックします。

1.

4

2.

シート“福岡支店”のシート見出しを左方向

総合練習問題 1

にドラッグします。

国内旅行者数調査グラフ
1

ドラッグしても移動できないことを確認しま

1. ブック「国内旅行者数調査グラフ」を開きます。

5

2.

閉じるボタンをクリックしてブックを閉じま
す。

す。
1.

パスワードを入力するウィンドウが表示され

シート“名古屋支店”のシート見出しをダブ

ジが表示されます。

1.

再度、ブック「支店別売上実績集計表」を開き
ます。

3
1.

保存を確認するメッセージが表示されるので

2
シート“大阪支店”のシート見出しを右クリ

1.

ックします。

2. ［挿入］タブの［おすすめグラフ］ボタンをク

ほとんどのコマンドが使用できない状態（コ

セル範囲 A3～I5 を範囲選択します。
リックします。

3.

マンド名が灰色）であることを確認します。

おすすめグラフの候補の［積み上げ縦棒］
（上
から 3 つ目）をクリックして、
［OK］をクリ

6
1. ［ファイル］タブをクリックします

ックします。
4.

2. ［情報］をクリックします。

グラフ内の余白（
“グラフエリア”と表示され

3. ［ブックの保護］ボタンをクリックします

る箇所）にマウスポインターを合わせてドラ

4. ［パスワードを使用して暗号化］をクリックし

ッグし、グラフの左上とセル A12 の左上が合
わさる位置まで移動します（位置やサイズに

ます。
5. ［ドキュメントの暗号化］ダイアログボックス

ついて、セル番地は一例です。異なってもか

16
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たい位置までドラッグします。

まいません）
。
5.

14. 吹き出しが選択された状態で「国内日帰り旅

グラフ右下のサイズ変更ハンドルをドラッグ
して、グラフの右下とセル I29 の右下が合わ

行者数」と入力します。
15. 描画した吹き出しの枠線にマウスポインター

さるようにサイズを調整します。
6.

グラフタイトルをクリックします。

を合わせてドラッグして移動し、誌面を参考

7.

再度グラフタイトルをクリックして、カーソ

に位置を調整します。
16. 吹き出しの調整ハンドル（黄色い〇）をドラッ

ルを表示します。
8.

グして引き出し線の長さや角度を調整します。

グラフタイトルを削除し、
「国内旅行者につい

17. 吹き出しを選択した状態で、
［描画ツール］の

ての調査」と入力します。
3

［書式］タブの［図形のスタイル］ボックスの

1. セル範囲 A8～I10 を範囲選択します。

［その他］をクリックします。
18. 図形のスタイルの一覧から任意のものをクリ

2. ［ホーム］タブの［コピー］ボタンをクリック

ックします。

します。

19. 吹き出しの枠線にマウスポインターを合わせ

3. グラフのグラフエリア（グラフの余白部分）を

て、Ctrl キーを押しながらドラッグし、吹き出

クリックして、グラフ全体を選択します。
4. ［ホーム］タブの［貼り付け］ボタンをクリッ

しの図形をコピーします。
20. コピーした吹き出しの文字列を「国内宿泊旅

クします。
5. グラフ内の任意のデータ系列（縦棒グラフの

行者数」に入力しなおします。
21. サイズや位置を微調整し、図形のスタイルも

部分）をクリックして、
［グラフツール］の［デ

任意の種類に変更します。

ザイン］タブの［グラフの種類の変更］ボタン

22. 同様の方法で、その他の 2 つの角丸吹き出し

をクリックします。
6. 系列名“宿泊旅行者の前年比”の［第 2 軸］チ

を描画します（
「宿泊旅行者前年比」と「日帰
り旅行者前年比」の吹き出し）
。

ェックボックスをオンにします。

23. グラフを選択し［グラフ要素］をクリックして、

7. 系列名“日帰り旅行者の前年比”の［第 2 軸］

［凡例］のチェックボックスをクリックしてオ

チェックボックスをオンにします。
8. 系列名“宿泊旅行者の前年比”の［グラフの種

フにします（凡例の削除）
。
4

類］ボックスの▼をクリックして、
［マーカー

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

付き折れ線］をクリックします。
9. 系列名“日帰り旅行者の前年比” の［グラフ

ボタンをクリックします。
2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして

の種類］ボックスの▼をクリックして、
［マー
カー付き折れ線］をクリックします。

ブックを閉じます。

10.［OK］をクリックします。

総合練習問題 2

11. グラフエリアをクリックして、グラフ全体を

カフェスペース売上集計
1

選択します。

1.

12.［挿入］タブの［図形］ボタンをクリックして、

ブック「カフェスペース売上集計」を開きま
す。

［吹き出し］の［四角形吹き出し］をクリック
2

します。

1. シート
“データ一覧”
のセル F4 を選択します。

13. 吹き出しの描画を開始したい位置から終了し
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2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックして、

「－」（全角のマイナス）を入力します。
6. ［偽の場合］ボックスにカーソルを移動して、

［IFERROR］をクリックします。

セル G4 をクリックし、続けて「*」入力して

3. ［値］ボックスにカーソルがある状態で、
［名前

セル H4 をクリックします。

ボックス］の▼をクリックします。

7. ［OK］をクリックします。

4. 表示された関数の一覧から［VLOOKUP］をク

8.

リックします。
5. ［検索値］ボックスにカーソルがある状態で、
セル D4 をクリックします。

して数式をコピーします。
5

6. ［範囲］ボックスにカーソルを移動して、セル

1.

K4～N18 をドラッグします。

をクリックします。

8. ［列番号］ボックスにカーソルを移動して、
「3」

3. ［設定］タブの［入力値の種類］ボックスを［整

と入力します。

数］に設定します。

9. ［検索方法］ボックスにカーソルを移動して、

4. ［データ］ボックスが［次の値の間］であるこ

「0」と入力します。

とを確認します。

10. 数式バー内の［IFERROR］の部分をクリック

5. ［最小値］ボックスに「1」と入力します。
6. ［最大値］ボックスに「15」と入力します。

します。
11.［エラーの場合の値］ボックスにカーソルを移

7. ［エラーメッセージ］タブをクリックして、
［ス

動して、
「－」
（全角のマイナス）と入力します。

タイル］ボックスが［停止］になっていること

12.［OK］をクリックします。

を確認します。

13. セル F4 のフィルハンドルをダブルクリックし

8.

て数式をコピーします。

9. ［OK］をクリックします。
同様の方法で、セル H4 に IFERROR 関数と

6

VLOOKUP 関数を組み合わせた数式を作成

1. セル D106 に「5」と入力します（VLOOKUP

します（VLOOKUP 関数の引数“列番号”に

関数の働きにより、セル E106、F106、H106

は「4」を指定）。

に該当する値が表示されます）
。

セル H4 のフィルハンドルをダブルクリック

2. セル G106 に「33」と入力します。

して数式をコピーします

3. 同様の方法で、誌面を参考に残りのデータを

4
1.

入力します。
セル I4 を選択します。

7

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックしま

1. シート“データ一覧”の表内の任意のセルを選

す。
3.

誌面を参考にタイトルとメッセージを入力し
ます。

3

2.

セル D4～D120 を範囲選択します。

2. ［データ］タブの［データの入力規則］ボタン

7. キーボードの F4 キーを押します。

1.

セル I4 のフィルハンドルをダブルクリック

択します。
2. ［挿入］タブの［ピボットテーブル］ボタンを

関数の一覧から［IF］をクリックします。

4. ［論理式］ボックスにカーソルがある状態で、
セル G4 をクリックし、続けて「=""」と入力

クリックします。
3. ［ピボットテーブルの作成］ダイアログボック

します。

スの［テーブルまたは範囲を選択］が選択され

5. ［真の場合］ボックスにカーソルを移動して、

18

ていることを確認します。
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1. セル B5～H8 を範囲選択します。

4. ［ テ ー ブ ル / 範 囲 ］ ボ ッ ク ス に “ デ ー タ 一

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

覧!$A$3:$I$108”と表示されていることを確

リックします。

認します。

3. ［上位/下位ルール］をポイントして［上位 10

5. ［新規ワークシート］が選択されていることを

項目］をクリックします。

確認します。

4. ［上位に入るセルを書式設定］の項目数を［3］

6. ［OK］をクリックします。

に設定します。

＜日ごとの金額の合計が分かる表＞

5. ［書式］を［濃い緑の文字、緑の背景］に設定

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

します。

ドウの《売上日》フィールドを［行］ボックス

6. ［OK］をクリックします。

にドラッグアンドドロップします。

7. 同じセル B5～H8 を範囲選択します（すでに

2. 《金額》フィールドを［値］ボックスにドラッ

選択されている場合は操作の必要はありませ

グアンドドロップします。

ん）
。

＜商品ごとの注文数の合計が分かる表＞

8. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

リックします。

ドウの《売上日》フィールドを［行］ボックス

9. ［上位/下位ルール］をポイントして［下位 10

の外へドラッグアンドドロップして削除しま

項目］をクリックします。

す。

10.［上位に入るセルを書式設定］の項目数を［3］

2. 《商品名》フィールドを［行］ボックスにドラ

に設定します。

ッグアンドドロップします。

11.［書式］を［濃い赤の文字、赤の背景］に設定

3. 《金額》フィールドを［値］ボックスの外へド

します。

ラッグアンドドロップして削除します。

12.［OK］をクリックします

4. 《注文数》フィールドを［値］ボックスにドラ

9

ッグアンドドロップします。
＜商品の曜日別の金額の合計が分かる表＞

1. セル範囲 B5～H8 を選択します。

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

ドウの《曜日》フィールドを［列］ボックスに

リックします。
3. ［ルールのクリア］をポイントして［選択した

ドラッグアンドドロップします。
2. 《注文数》フィールドを［値］ボックスの外へ

セルからルールをクリア］をクリックします。
10

ドラッグアンドドロップして削除します。
3. 《金額》フィールドを［値］ボックスにドラッ

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

グアンドドロップします。

ドウの［フィルター］ボックスの《分類》フィ

＜分類ごとに切り替えて表示できる表＞

ールドをボックスの外にドラッグして削除し

1. ［ピボットテーブルのフィールド］作業ウィン

ます。
2. ［列］ボックスの《曜日》フィールドをボック

ドウの《分類》フィールドを［フィルター］ボ

スの外にドラッグして削除します。

ックスにドラッグアンドドロップします。

3. 《分類》フィールドを、すでに［行］ボックス

2. セル B1 の▼をクリックして、任意の分類をク

に配置されている《商品名》フィールドの上に

リックします（完成例では「スイーツ」
）
8

なるようにドラッグアンドドロップします。
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6. 隣のボックスに「○」と入力します。

11

7. ［書式］をクリックし、
［フォント］タブの［色］

1. ピボットテーブルのセル A4～B23 を範囲選択
します。

ボックスの▼をクリックして、任意の色をクリ

2. ［ホーム］タブの［コピー］ボタンをクリック

ックします（完成例は標準の色の濃い赤）
。
8. （［セルの書式設定］ダイアログボックスの）

します。
3. シートを“4 月第 1 週の集計表”に切り替えて、

［OK］をクリックします。
9. （［新しい書式ルール］ダイアログボックスの）

セル A3 を選択します。
4. ［ホーム］タブの［貼り付け］ボタンの▼をク

［OK］をクリックします。
14

リックして、貼り付けの形式の一覧から［値］

1.

をクリックします。

セル E3～E22 を範囲選択します。

2. ［ホーム］タブの［書式］ボタンをクリックし

12
1. セル D3 を選択します。

［セルのロック］をクリックします。
3. ［校閲］タブの［シートの保護］ボタンをクリ

2. ［数式］タブの［論理］ボタンをクリックしま

ックします。

す。

4. ［シートの保護］ダイアログボックスの［シー

3. 関数の一覧から［IF］をクリックします。
4. ［論理式］ボックスにカーソルがある状態で、

トとロックされたセルの内容を保護する］チ

セル B3 をクリックし、続けて「>=」と入力し

ェックボックスがオンになっていることを確

て、セル C3 をクリックします。

認します。

5. ［真の場合］ボックスにカーソルを移動して、

5. ［OK］をクリックします。
15

「○」と入力します。
6. ［偽の場合］ボックスにカーソルを移動して、

1.

「""」と入力します。

セルのロックをオフにしていないセル（A3 な
ど）を選択して、任意のデータの入力を試み

7. ［OK］をクリックします。

ます。

8. セル D3 のフィルハンドルを D22 までドラッ

2.

グして数式をコピーします。

シートが保護されていることを記したメッセ
ージが表示されるので、［OK］をクリックし

9. 数式がコピーされたら、近くに表示されてい

ます。
3.

る［オートフィルオプション］をクリックし、

ロックをオフにしたセル E8 を選択して、「メ

［書式なしコピー（フィル）］をクリックします。
13

ニューの見直し検討」と入力します。
16

1. セル D3～D22 を範囲選択します。

1. クイックアクセスツールバーの［上書き保存］

2. ［ホーム］タブの［条件付き書式］ボタンをク

ボタンをクリックします。

リックし、
［新しいルール］をクリックします。
3. ［指定の値を含むセルだけを書式設定］をクリ

2. ［ファイル］タブの［閉じる］をクリックして
ブックを閉じます。

ックします。
4. ［次のセルのみを書式設定］の左端のボックス
が［セルの値］であることを確認します。
5. ［次のセルのみを書式設定］の左から 2 つ目の
ボックスを［次の値に等しい］に設定します。
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