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練習問題

MOS Excel 2013

【対応書籍】
•MOS…Excel…2013…対策テキスト＆問題集 改訂版（型番：FPT1501）
•MOS…Excel…2013…対策テキスト&問題集（型番：FPT1401）

この練習問題は、模擬試験プログラムによる試験実施や自動採点はでき
ません。
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操作をはじめる前に、フォルダー「学習データ」のフォルダー「練習問題1」のファイル
「2016年春期講座.xlsx」を開いておきましょう。

2016年春期講座.xlsxの作成
この練習問題では、FOMカルチャーセンターの講座開催状況についてまとめたブックを作成し
ます。ブックの作成に必要なファイルは、フォルダー「学習データ」のフォルダー「練習問題1」に
提供されます。解答後の完成ファイルは3枚のワークシートで構成されます。

●完成図

Exercise 練習問題1
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ワークシート「講座開催状況」
（1）	列の挿入	 列を挿入してください。

　　列番号【A】の左側

（2）	文字列の入力	 文字列を入力してください。
　　セル【A3】
　　　・文字列「番号」を入力
　　セル範囲【A4：A63】
　　　・数値「1」「2」…「60」を入力

（3）	文字列の修正	 文字列を修正してください。
　　セル【B1】
　　　・�文字列「FOMカルチャーセンター　2016年春期講座　開催

状況」に修正
　　　・数字は半角で入力

（4）	セルの結合	 セルを結合して中央揃えにしてください。
　　セル範囲【A1：G1】
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（5）	セルのスタイル	 セルのスタイルを設定してください。
　　セル範囲【A3：G3】
　　　・セルのスタイル：アクセント4

（6）	表示形式	 表示形式を設定してください。
　　セル範囲【B4：B63】
　　　・分類：日付
　　　・種類：3月14日
　　　・ロケール（国または地域）：日本語
　　　・カレンダーの種類：グレゴリオ暦

（7）	名前付き範囲	 セル範囲に名前を設定してください。
　　セル範囲【C4：C63】
　　　・名前：「ジャンル」

（8）	ウィンドウ枠の固定	 ウィンドウ枠を固定してください。
　　1～3行目

（9）	条件付き書式	 アイコンセットを設定してください。
　　セル範囲【F4：F63】
　　　・アイコンセット：3つの図形
　　　・30以上のとき、緑の丸を表示
　　　・20以上のとき、黄色の三角を表示
　　　・20未満のとき、赤のひし形を表示

（10）	ページ設定	 ページ設定を変更してください。
　　ワークシート「講座開催状況」
　　　・印刷範囲：セル範囲【A3：D63】
　　　・拡大/縮小：縦1ページに収まるように設定
　　　・枠線：印刷
　　　注意　印刷は実行しない

（11）	フィルター	 フィルターを設定してください。
　　セル範囲【A3：G63】
　　　・参加者数が空欄のセルを非表示にする

ワークシート「講座一覧」
（12）	SmartArtグラフィック	 SmartArtグラフィックに文字列を追加してください。
	 の文字列の追加	 　　「オリジナル石鹸づくり」の下

　　　・文字列：「はじめての一眼レフ」

（13）	SmartArtグラフィック	 SmartArtグラフィックの色を設定してください。
	 の色	 　　SmartArtグラフィック

　　　・SmartArtグラフィックの色：カラフル-全アクセント

（14）	画像	 画像を挿入してください。
　　SmartArtグラフィックの右側
　　　・ファイル名：「料理.jpg」
　　　注意　画像は完成図を参考に配置する

（15）	トリミング	 画像を図形に合わせてトリミングしてください。
　　画像
　　　・図形：角丸四角形
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（16）	文字の配置	 文字の配置を設定してください。
　　セル範囲【F5：F7】
　　　・横位置：右詰め（インデント）
　　　・インデント：1文字

（17）	ハイパーリンク	 ハイパーリンクを設定してください。
　　セル【G5】
　　　・リンク先：このドキュメント内
　　　・ドキュメント内の場所：�ワークシート「講座開催状況」の� �

セル【D5】

ワークシート「講座集計」
（18）	数式	 	関数を使用して、ワークシート「講座開催状況」から、全体の参加者

数の平均を算出してください。
　　セル【C6】
　　　・AVERAGE関数を使用

（19）	数式	 	関数を使用して、ワークシート「講座開催状況」から、全体の参加者
数の最高値を表示してください。
　　セル【C7】
　　　・MAX関数を使用

（20）	数式	 	関数を使用して、ワークシート「講座開催状況」から、全体の参加者
数の最低値を表示してください。
　　セル【C8】
　　　・MIN関数を使用

（21）	数式	 関数を使用して、ジャンルごとの参加者数の合計を算出してください。
　　セル範囲【F5：F7】
　　　・名前付き範囲「ジャンル」を使用
　　　・SUMIF関数を使用
　　　・参加者数のセル範囲は絶対参照にする

（22）	数式	 関数を使用して、ジャンルごとの参加者数の平均を算出してください。
　　セル範囲【G5：G7】
　　　・名前付き範囲「ジャンル」を使用
　　　・AVERAGEIF関数を使用
　　　・参加者数のセル範囲は絶対参照にする

（23）	数式	 関数を使用して、ジャンルごとの開催回数を算出してください。
　　セル範囲【H5：H7】
　　　・名前付き範囲「ジャンル」を使用
　　　・COUNTIF関数を使用

（24）	数式	 関数を使用して、ジャンルごとの金額の合計を算出してください。
　　セル範囲【I5：I7】
　　　・名前付き範囲「ジャンル」を使用
　　　・SUMIF関数を使用
　　　・金額のセル範囲は絶対参照にする

（25）	テーブル	 テーブルを作成してください。
　　セル範囲【B12：C19】
　　　・テーブルスタイル：テーブルスタイル（中間）3
　　　・テーブル名：「ランキング」
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（26）	並べ替え	 並べ替えを実行してください。
　　テーブル「ランキング」
　　　・「参加者数」の降順

（27）	数式	 	関数を使用して、テーブルのB列の見出しと「：」（全角コロン）、セル
【B13】を結合してください。
　　セル【C22】
　　　・CONCATENATE関数を使用
　　　・テーブルの見出しとセル範囲は絶対参照にする

（28）	数式	 	関数を使用して、テーブルのC列の見出しと「：」（全角コロン）、セル
【C13】、文字列「人」を結合してください。
　　セル【C23】
　　　・CONCATENATE関数を使用
　　　・テーブルの見出しとセル範囲は絶対参照にする

（29）	グラフ	 グラフを作成してください。
　　テーブルの右側
　　　・種類：3-D円
　　　・項目：ジャンル（セル範囲【E5：E7】）
　　　・データ系列：金額合計（セル範囲【I5：I7】）
　　　注意　グラフは完成図を参考に配置する

（30）	グラフタイトル	 グラフタイトルを設定してください。
　　グラフ
　　　・グラフタイトル：「ジャンル別売上構成比」

（31）	グラフスタイル	 グラフスタイルを設定してください。
　　グラフ
　　　・グラフスタイル：スタイル3

（32）	表示倍率	 ワークシートの表示倍率を設定してください。
　　　・倍率：95%

その他の設定
（33）	ワークシートの移動	 	ワークシートの順番を左側から「講座一覧」「講座開催状況」「講座

集計」に入れ替えてください。

（34）	テーマの色	 テーマの色を設定してください。
　　ブック「2016年春期講座.xlsx」
　　　・テーマの色：ペーパー

（35）	ドキュメントのプロパティ	 ドキュメントのプロパティを設定してください。
　　ブック「2016年春期講座.xlsx」
　　　・サブタイトル：「春期講座」

最後まで解答したら、任意の名前を付けて保存し、標準解答を参考にして自己採点を
行いましょう。
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操作をはじめる前に、フォルダー「学習データ」のフォルダー「練習問題2」のファイル「会
員情報.xlsx」を開いておきましょう。

会員情報.xlsxの作成
この練習問題では、ウォーターサーバーを取り扱っているオンラインショップの会員情報につい
てまとめたブックを作成します。ブックの作成に必要なファイルは、フォルダー「学習データ」の
フォルダー「練習問題2」に提供されます。解答後の完成ファイルは3枚のワークシートで構成さ
れます。

●完成図

Exercise 練習問題2
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ワークシート「2016年度売上」
（1）	表示倍率	 ワークシートの表示倍率を設定してください。

　　　・倍率：80%

（2）	表示形式	 表示形式を設定してください。
　　セル範囲【C6：N6】
　　　・分類：日付
　　　・種類：2012年3月
　　　・ロケール（国または地域）：日本語
　　　・カレンダーの種類：グレゴリオ暦

（3）	文字列の入力	 文字列を入力してください。
　　セル範囲【E6：N6】
　　　・日付「2016年6月」…「2017年3月」を入力

（4）	文字列の配置	 文字列を折り返して表示してください。
　　セル【Q6】
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（5）	条件付き書式	 カラースケールを設定してください。
　　セル範囲【C7：N61】
　　　・カラースケール：青、白、赤のカラースケール
　　　・最小値：種類「数値」、値「1000」円
　　　・中間値：種類「百分位」、値「40」パーセンタイル
　　　・最大値：種類「数値」、値「20000」円

（6）	列の非表示	 列を非表示にしてください。
　　列番号【K：N】

（7）	数式	 	関数を使用して、会員ごとの2016年度の合計金額を算出してください。
　　セル範囲【O7：O61】
　　　・SUM関数を使用

（8）	数式	 	関数を使用して、会員ごとの2016年度の平均金額を算出してください。
　　セル範囲【P7：P61】
　　　・AVERAGE関数を使用

（9）	数式	 	関数を使用して、会員ごとの2016年度の売上のない月数を算出し
てください。
　　セル範囲【Q7：Q61】
　　　・COUNTIF関数を使用

（10）	文字の配置	 文字の配置を設定してください。
　　セル範囲【D3：D4】、セル【G4】
　　　・横位置：右詰め（インデント）
　　　・インデント：1文字

（11）	数式	 関数を使用して、毎月注文のある会員の平均金額を算出してください。
　　セル【E3】
　　　・「平均金額」と「売上のない月数」の列のデータを使用
　　　・AVERAGEIF関数を使用
　　　・セル範囲は絶対参照にする

（12）	数式	 関数を使用して、最も高い平均金額を表示してください。
　　セル【E4】
　　　・MAX関数を使用

（13）	数式	 	関数を使用して、平均金額が最も高い会員の氏名から、姓を表示し
てください。
　　セル【H4】
　　　・LEFT関数を使用

（14）	数式	 	関数を使用して、平均金額が最も高い会員の氏名から、名を表示し
てください。
　　セル【I4】
　　　・RIGHT関数を使用

（15）	表示形式	 表示形式を設定してください。
　　セル【E3】
　　　・分類：数値
　　　・小数点以下の桁数：0
　　　・桁区切りを使用する

（16）	ハイパーリンク	 ハイパーリンクを設定してください。
　　セル【G4】
　　　・リンク先：このドキュメント内
　　　・ドキュメント内の場所：ワークシート「会員名簿」のセル【B21】
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ワークシート「会員名簿」
（17）	テキストファイルの	 テキストファイルを挿入してください。
	 挿入	 　　セル【A45】

　　　・ファイル名：「2016年度入会者.csv」
　　　・元のデータの形式：カンマで区切られたデータ
　　　・取り込み開始行：2行目以降

（18）	数式	 関数を使用して、入会年度を表示してください。
　　セル範囲【H4：H58】
　　　・会員番号の先頭4文字を表示
　　　・LEFT関数を使用

（19）	名前付き範囲	 セル範囲に名前を設定してください。
　　セル範囲【H4：H58】
　　　・名前：「入会年度」

（20）	フィルター	 フィルターを実行してください。
　　セル範囲【A3：H58】
　　　・「住所」に「東京都」を含む行を表示する
　　　・「メルマガ」が空欄の行を非表示にする

（21）	ページ設定	 ページ設定を変更してください。
　　ワークシート「会員名簿」
　　　・印刷範囲：セル範囲【A3：F57】
　　　・印刷の向き：横
　　　・枠線：印刷
　　　注意　印刷は実行しない

ワークシート「入会状況」
（22）	ワークシートの挿入	 ワークシートを末尾に挿入してください。

　　　・ワークシート名：「入会状況」

（23）	文字列の入力	 文字列を入力してください。
　　セル【A3】
　　　・文字列「入会年度」を入力
　　セル範囲【A4：A7】
　　　・数値「2013」「2014」「2015」「2016」を入力
　　セル【B3】
　　　・文字列「会員数」を入力

（24）	数式	 関数を使用して、入会年度ごとの会員数を算出してください。
　　セル範囲【B4：B7】
　　　・名前付き範囲「入会年度」を使用
　　　・COUNTIF関数を使用

（25）	テーブル	 テーブルを作成してください。
　　セル範囲【A3：B7】
　　　・テーブルスタイル：テーブルスタイル（中間）6
　　　・集計行を表示
　　　・最初の列を強調
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（26）	テーブル名	 テーブル名を設定してください。
　　テーブル
　　　・テーブル名：「会員数」

（27）	数式	 	関数を使用して、文字列「FOM	Water	オンラインショップ」とテー
ブルのB列の見出しを結合してください。
　　セル【A1】
　　　・CONCATENATE関数を使用
　　　・「Water」の前後には半角空白を入力
　　　・テーブルの見出しは絶対参照にする

（28）	グラフ	 グラフを作成してください。
　　テーブル「会員数」の右側
　　　・種類：集合縦棒グラフ
　　　・項目軸：入会年度（セル範囲【A4：A6】）
　　　・データ系列：人数（セル範囲【B4：B6】）
　　　・2016年度は含めない
　　　・�データ系列を選択してグラフを作成し、あとから項目軸を設

定する
　　　注意　グラフは完成図を参考に配置する

（29）	グラフタイトル	 グラフタイトルを設定してください。
　　グラフ
　　　・グラフタイトル：「入会年度別会員数」

（30）	グラフスタイル	 グラフスタイルを設定してください。
　　グラフ
　　　・グラフスタイル：スタイル9

（31）	データラベル	 データラベルを設定してください。
　　グラフ
　　　・ラベルの位置：内側

（32）	図形	 図形を作成してください。
　　グラフのデータ系列「2013」の上
　　　・図形「角丸四角形吹き出し」
　　　・文字列「2013年10月サービス開始」を入力
　　　注意　図形は完成図を参考に配置する

（33）	図形のスタイル	 図形のスタイルを設定してください。
　　図形
　　　・図形のスタイル：枠線のみ-ゴールド、アクセント4

その他の設定
（34）	テーマの色	 テーマの色を設定してください。

　　　・テーマの色：青Ⅱ

最後まで解答したら、任意の名前を付けて保存し、標準解答を参考にして自己採点を
行いましょう。
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