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FOM出版　献本 検索 https://www.fom.fujitsu.com/goods/school/

カタログに掲載しているテキストを含め、FOM出版のテキスト
を大学・短大・高校・高専・専門学校などの授業用テキストと
してご検討の方に、テキストの見本を献本いたします。

下記URLまたは、QRコードよりサイトにアクセスし、 献本サイト
をクリック。紙書籍か電子書籍（FOM eBooks）をご選択ください。

献本サイトのご案内
無料無料無料
進呈進呈進呈
無料
進呈

https://www.fom.fujitsu.com/goods/

FOM出版 検索

採用No.1※
※当社調べ



情報教育

※ ：関連eラーニングをご用意しています。詳しくは最終ページをご覧ください。2

情報リテラシー アプリ編 情報リテラシー アプリ編 情報リテラシー アプリ編 
Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応

情報リテラシー 入門編情報リテラシー 入門編情報リテラシー 入門編
Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応

※ Microsoft 365対応補足資料を
ご提供しています。FOM出版サイ
トよりダウンロードしてご活用い
ただけます。 

価格：1,100円（税込）
仕様：B5/364頁 
添付：スキル診断シート

タイピング管理シート
型番：FPT2117
ISBN：978-4-938927-54-7

学生のための思考力・判断力・表現力が学生のための思考力・判断力・表現力が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身に付く情報リテラシー身に付く情報リテラシー

レポート作成、データ分析、
発表資料の作成といったア
クティブラーニングを支援す
る教材です。

※ Microsoft 365対応補足資料を
ご提供しています。FOM出版サイ
トよりダウンロードしてご活用い
ただけます。 

価格：2,750円（税込）
仕様：B5/668頁 
添付：スキル診断シート

タイピング管理シート
型番：FPT2118
ISBN：978-4-938927-55-4

情報リテラシー 総合編 情報リテラシー 総合編 情報リテラシー 総合編 
Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応

※ Microsoft 365対応補足資料を
ご提供しています。FOM出版サイ
トよりダウンロードしてご活用い
ただけます。

価格：2,200円（税込）
仕様：B5/484頁 
添付：スキル診断シート

タイピング管理シート
型番：FPT2116
ISBN：978-4-938927-53-0

情報リテラシー情報リテラシー情報リテラシー
Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応Windows 11 / Office 2021対応

学生のためのデータリテラシー学生のためのデータリテラシー学生のためのデータリテラシー
~データの読み方から分析結果の伝え方まで~~データの読み方から分析結果の伝え方まで~~データの読み方から分析結果の伝え方まで~

※ Microsoft 365対応補足資料を
ご提供しています。FOM出版サイ
トよりダウンロードしてご活用い
ただけます。 

価格：1,980円（税込）
仕様：B5/348頁 
添付：スキル診断シート

タイピング管理シート
型番：FPT2119
ISBN：978-4-938927-56-1

書籍名
情報モラル&

情報セキュリティ編※1
ウィンドウズ
編※2

文書作成編 表計算編 プレゼンテーション編 データ
ベース編

Webページ
作成編

総合スキル
アップ問題

・
入門 活用 入門 活用 入門 活用

情報リテラシー ● ● ● ● ● ● ● ● － － ●

情報リテラシー 入門編 ● ● ● － ● － ● － － － ●

情報リテラシー 総合編 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

情報リテラシー アプリ編 － － ● ● ● ● ● ● － － ●

情報リテラシーシリーズご採用特典 ※ 1 情報モラル＆情報セキュリティ編は、「〈改訂 4版〉情
報モラル＆情報セキュリティ（FPT2115）」と同じ内
容です。

※ 2 ウィンドウズ編には、インターネットの基本操作が含ま
れます。

学生向け・講師向けに授業支援ツールを各種ご用意し
ております。
FOM出版サイトの商品詳細ページをご確認ください。

収録内容早わかり対応表（Office 2021対応）

〈改訂4版〉〈改訂4版〉〈改訂4版〉
情報モラル&情報セキュリティ情報モラル&情報セキュリティ情報モラル&情報セキュリティ

価格：550円（税込）
仕様：B5/91頁 
型番：FPT2115
ISBN：978-4-938927-52-3

価格：1,320円（税込）
仕様：B5/130頁 
型番：FPT1714
ISBN：978-4-86510-343-4

価格：2,200円（税込）
仕様：B5/191頁 
型番：FPT2013
ISBN：978-4-86510-446-2

新入生向け
ガイダンスに最適！

採用特典
［授業用］投影用電子書籍
授業用ワーク集
総合問題評価シート
シラバス提案資料
　　　　　　ほか

ICTの知っておきたい基礎知識 ICTの知っておきたい基礎知識 ICTの知っておきたい基礎知識 

価格：2,200円（税込）
仕様：B5変型/331頁
型番：FPT1805
ISBN：978-4-86510-361-8

価格：2,310円（税込） 型番：FPT2210
仕様：B5変型/242頁 ISBN：978-4-938927-99-8

ハードウェア・ソフトウェア・ネッ
トワーク・インターネット・情報
モラルなど、ICTを使う上で
知っておきたい基礎知識から
AIやＩoＴなどの新しい技術・仕
組みまで幅広く学習できます。

Pythonは、近年最も注目されているプログラミング言語です。本書は、実習中心にプログラム
を作成しながら学習できる教材です。
■ Pythonでのプログラムの基本となる構文（文法）がしっかりわかる！
■  プログラムをどう記述すればよいか実例ベースで紹介、プログラムの1行1行すべての
動きもわかる！

■ 「よく起きるエラー」を随所で取り上げ、発生場所・意味・対処方法を徹底解説！
■ 実習問題を随所にご用意、取り組むことで実力アップ！

Office
2021 / 2019 / 2016

各バージョン取りそろえております。

購入者特典動画付き

学生のための
情報モラル＆情報セキュリティ

よくわかるPython入門よくわかるPython入門よくわかるPython入門

https://www.fom.fujitsu.com/goods/education/fpt2116.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/education/fpt2117.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/education/fpt2118.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/education/fpt2119.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/education/fpt2013.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/education/fpt1714.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/education/fpt2115.html
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO09D
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO26D
https://www.fom.fujitsu.com/goods/program/python/fpt2210.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/guide/fpt1805.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/edu/index.html


資格取得支援

3

価格：2,530円（税込）
仕様：A4変型/334頁
添付： 自動採点付き 

模擬試験CD-ROM
型番：FPT2006
ISBN：978-4-86510-440-0

価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/294頁
添付： 自動採点付き 

模擬試験CD-ROM
型番：FPT1912
ISBN：978-4-86510-429-5

価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/326頁
添付： 自動採点付き 

模擬試験CD-ROM
型番：FPT1913
ISBN：978-4-86510-430-1

Microsoft Office Specialistは、マイクロソ
フトオフィス製品の利用スキルを証明する試験。フトオフィス製品の利用スキルを証明する試験。フトオフィス製品の利用スキルを証明する試験。

各バージョン取りそろえております。

Microsoft 
Office Specialist

MOS 365＆2019の
特典

解答動画をスマートフォンでも見られる
ドライブレスのパソコンに対応。模擬試験
プログラムをダウンロード可能

模擬問題は5回分＋ランダム試験

解答アニメで
操作方法を確認

試験中でも採点できる
自動採点プログラム

MOS 模擬試験プログラムのご紹介

Microsoft Office SpecialistMicrosoft Office SpecialistMicrosoft Office Specialist
Access 365＆2019 Expert Access 365＆2019 Expert Access 365＆2019 Expert 
対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集

価格：3,190円（税込）
仕様：A4変型/294頁
添付： 自動採点付き 

模擬試験CD-ROM
型番：FPT2101
ISBN：978-4-938927-32-5

Microsoft Office SpecialistMicrosoft Office SpecialistMicrosoft Office Specialist
WordWordWord 365＆2019  365＆2019  365＆2019 Expert Expert Expert 
対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集

価格：3,410円（税込）
仕様：A4変型/278頁
添付： 自動採点付き 

模擬試験CD-ROM
型番：FPT2015
ISBN：978-4-86510-448-6

Microsoft Office SpecialistMicrosoft Office SpecialistMicrosoft Office Specialist
PowerPoint 365&2019 PowerPoint 365&2019 PowerPoint 365&2019 
対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集

Microsoft Office SpecialistMicrosoft Office SpecialistMicrosoft Office Specialist
ExcelExcelExcel 365＆2019  365＆2019  365＆2019 Expert Expert Expert 
対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集対策テキスト&問題集

価格：3,410円（税込）
仕様：A4変型/310頁
添付： 自動採点付き 

模擬試験CD-ROM
型番：FPT2014
ISBN：978-4-86510-447-9

動画でマスター！ MOS試験対策講座動画でマスター！ MOS試験対策講座動画でマスター！ MOS試験対策講座

MOS対策本を使ったインストラクターによる講義動画です。

人気書籍を講座化！ 繰り返し視聴OK！

 動画でマスター！
MOS Excel 365&2019試験対策講座
 動画でマスター！
MOS Word 365&2019試験対策講座
※お得なExcel・Wordの2本パックもあります。
※サービスの詳細に関しては、弊社担当営業にお問い合わせください。

価格：8週間 12,100円（税込）
※1講座、１IDの価格です。 ※別途書籍の購入が必要です。

Microsoft Office Specialist
Excel 365&2019 
対策テキスト&問題集

Microsoft Office Specialist
Word 365&2019 
対策テキスト&問題集

https://www.fom.fujitsu.com/goods/officespecialist/index.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/officespecialist/fpt1912.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/officespecialist/fpt1913.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/officespecialist/fpt2014.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/officespecialist/fpt2015.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/officespecialist/fpt2006.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/officespecialist/fpt2101.html
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO27D
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO28D
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情報処理
技術者試験

情報処理技術者試験は、情報処理技術
者としての「知識・技能」を認定する国
家試験。
合格を強力にサポートする教材は、セット
で使うとさらに効果的です。

令和3-4年度版令和3-4年度版令和3-4年度版
基本情報技術者試験基本情報技術者試験基本情報技術者試験
対策テキスト 対策テキスト 対策テキスト 

令和5令和5令和5---6年度版6年度版6年度版シラバスVer.8.1対応
シラバスVer.8.1対応
シラバスVer.8.1対応2023年1月提供予定
2023年1月提供予定
2023年1月提供予定

Web試験付き  令和4-5年度版Web試験付き  令和4-5年度版Web試験付き  令和4-5年度版
ITパスポート試験 ITパスポート試験 ITパスポート試験 
対策テキスト（電子書籍版） 対策テキスト（電子書籍版） 対策テキスト（電子書籍版） 

価格：2,530円（税込）
仕様：B5変型/本編535頁
 別冊35頁
添付： 別冊「章末問題 解答と

解説」
型番：FPT2009
ISBN：978-4-86510-441-7

予想問題136問と、過去問
題800問を収録したWeb試
験付き電子書籍です。詳細
な解説付きで、確実な得点
アップが図れます。

価格：1,452円（税込）

ITパスポート試験ITパスポート試験ITパスポート試験
直前対策 1週間完全プログラム直前対策 1週間完全プログラム直前対策 1週間完全プログラム

価格：1,430円（税込）
仕様：新書/185頁
添付：カラーフィルム
型番：FPT2109
ISBN：978-4-938927-43-1

ITパスポート試験ITパスポート試験ITパスポート試験
書いて覚える 学習ドリル書いて覚える 学習ドリル書いて覚える 学習ドリル

価格：1,210円（税込）
仕様：B5変型/147頁   
型番：FPT2110
ISBN：978-4-938927-44-8

ITパスポート試験 ITパスポート試験 ITパスポート試験 
でるかも 予想問題集でるかも 予想問題集でるかも 予想問題集

※ 予想問題（221問）と過去問題
（400問）を収録したWeb試験
付き

価格：1,320円（税込）
仕様：B5変型/210頁
型番：FPT1802
ISBN：978-4-86510-358-8

留学生向けルビ入り章末問題
各章の「章末問題」にルビを入れたPDFファイル
をご提供しています。
（ITパスポート試験 対策テキスト＆過去問題集）

特典特典特典
333

【授業用】投影用電子書籍
テキスト内の図表などをプロジェクターに投影でき
る電子書籍（FOM eBooks）をご提供しています。

特典特典特典
222

講師用カリキュラム
基本情報技術者試験 : 6ｈ×10日間
IＴパスポート試験 : 6ｈ×6日間
に対応したモデルカリキュラムをご提供しています。

特典特典特典
111

基本情報技術者試験 対策テキスト
ＩＴパスポート試験 対策テキスト＆過去問題集

ご採用ご採用ご採用
特典特典特典

※弊社担当営業にお問い合わせください。

令和4-5年度版令和4-5年度版令和4-5年度版
ITパスポート試験  対策テキスト&過去問題集ITパスポート試験  対策テキスト&過去問題集ITパスポート試験  対策テキスト&過去問題集

■ 最新のシラバス「Ver.6.0」に対応！
■ シラバスに沿った構成で体系的に学習！
■ 圧倒的な用語数（約3,000語）を解説！
■ 予想問題を計136問収録（解説付き）！
■ 「過去問題プログラム」をCD-ROM添付
■ 過去問題Web試験
※過去問題は平成29年度春期～令和3年度の800
問収録

価格：2,420円（税込）
仕様：B5変型/本編437頁
 別冊47頁
添付：自動採点付き
 過去問題プログラム  
 CD-ROM
  別冊「予想問題 解答と

解説」
型番：FPT2108
ISBN：978-4-938927-42-4

投影用電子書籍

・ アプリ不要
・ 拡大／縮小可能
・ キーワード検索対応 ほか
授業でご活用いただけます。

過去問題プログラムの活用例
CBT試験を体験する。本番に備える。 授業で解説した分野

に絞って集中して振
り返り。授業の理解
度をはかる。

用語やテーマを決めて、特定の問題
を解いて授業への理解を深める。

学籍番号を入力した試験結果を
出力。課題代わりにも使える。

【過去問題プログラムのご紹介】
●過去問題800問（8回分）を収録
●本番と同じCBT試験をリアルに再現
●試験モードや復習モードが充実
・ 各試験回ごとに実施する通常試験
・ 100問を自動抽出するランダム試験
・ 試験回や分野を絞るカスタマイズ試験
・ 不正解問題やチェック問題を解く復習
モード

●全問に詳細解説付き
●試験中の採点や解説確認もできる
●自動採点して試験結果をビジュアル表示。
印刷やファイル出力も可能

ITパスポート試験の
出題傾向分析

例年春期試験に合わせて、独立行政法人 情
報処理推進機構よりITパスポート試験問題が
公開されます。FOM出版では公開問題を分析
し、出題傾向・問題分析・試験動向などを「出題
傾向分析」として公開しています。
出題傾向分析は、ITパスポート試験関連書籍
の詳細ページよりご覧いただけます。

資料
提供

https://www.fom.fujitsu.com/goods/itpass/fpt2108.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/itpass/fpt2109.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/itpass/fpt2110.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/itpass/fpt1802.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/itpass/fpt2108.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/joho/fpt2009.html
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日商PC検定試験日商PC検定試験日商PC検定試験
データ活用 3級 公式テキスト&問題集データ活用 3級 公式テキスト&問題集データ活用 3級 公式テキスト&問題集
Excel 2019/2016対応Excel 2019/2016対応Excel 2019/2016対応

価格：3,080円（税込）
仕様：B5/本編209頁
 別冊30頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2011
ISBN：978-4-86510-444-8

日商PC検定試験日商PC検定試験日商PC検定試験
文書作成 3級 公式テキスト&問題集文書作成 3級 公式テキスト&問題集文書作成 3級 公式テキスト&問題集
Word 2019/2016対応Word 2019/2016対応Word 2019/2016対応

価格：3,080円（税込）
仕様：B5/本編241頁
 別冊25頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2010
ISBN：978-4-86510-443-1

日商PC検定試験は、「WordやExcel、
PowerPoint の操作スキルを実際の企
業実務の中でいかに活用できるか」を証
明する試験。
学習を通じて即戦力となるビジネススキル
が得られる公式テキストです。

日商PC検定試験

日商PC検定試験日商PC検定試験日商PC検定試験
プレゼン資料作成 3級 公式テキスト＆問題集プレゼン資料作成 3級 公式テキスト＆問題集プレゼン資料作成 3級 公式テキスト＆問題集
PowerPoint 2019/2016対応PowerPoint 2019/2016対応PowerPoint 2019/2016対応

価格：3,300円（税込）
仕様：B5/本編233頁
 別冊39頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2105
ISBN：978-4-938927-30-1

改訂版  日商PC検定試験改訂版  日商PC検定試験改訂版  日商PC検定試験
文書作成・データ活用・プレゼン資料作成文書作成・データ活用・プレゼン資料作成文書作成・データ活用・プレゼン資料作成
3級 知識科目 公式問題集3級 知識科目 公式問題集3級 知識科目 公式問題集

価格：1,320円（税込）
仕様：B5/本編60頁
 別冊51頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2012
ISBN：978-4-86510-445-5

改訂版  日商PC検定試験改訂版  日商PC検定試験改訂版  日商PC検定試験
文書作成・データ活用・プレゼン資料作成文書作成・データ活用・プレゼン資料作成文書作成・データ活用・プレゼン資料作成
2級 知識科目 公式問題集2級 知識科目 公式問題集2級 知識科目 公式問題集

価格：1,320円（税込）
仕様：B5/本編40頁
 別冊26頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2104
ISBN：978-4-938927-00-4

ウェブデザイン技能検定は、ウェブサイトの
デザインに必要な技能を検定する試験。
実際に出題された問題の解答と解説を
収録した公認問題集です。

ウェブデザイン
技能検定

Webクリエイター能力認定試験は、Web
ページを制作するHTMLおよびCSSの
コードを記述する能力を認定する試験。
出題範囲をすべて網羅し、公式テキストと
して認定されています。出題範囲に沿って、
HTMLタグとCSSプロパティを学習できます。

Webクリエイター
能力認定試験

Web クリエイター能力認定試験Web クリエイター能力認定試験Web クリエイター能力認定試験
HTML5 対応HTML5 対応HTML5 対応
スタンダード 公式テキストスタンダード 公式テキストスタンダード 公式テキスト

価格：2,750円（税込）
仕様：B5変型/206頁
型番：FPT1417
ISBN：978-4-86510-191-1

Web クリエイター能力認定試験Web クリエイター能力認定試験Web クリエイター能力認定試験
HTML5 対応HTML5 対応HTML5 対応
エキスパート 公式テキストエキスパート 公式テキストエキスパート 公式テキスト

価格：3,080円（税込）
仕様：B5変型/344頁
型番：FPT1418
ISBN：978-4-86510-206-2

特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会公認特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会公認特定非営利活動法人 インターネットスキル認定普及協会公認
改訂版 ウェブデザイン技能検定 3級 改訂版 ウェブデザイン技能検定 3級 改訂版 ウェブデザイン技能検定 3級 
過去問題集過去問題集過去問題集

価格：3,190円（税込）
仕様：A4変型/本編135頁  
 別冊61頁
添付：別冊「問題編」   
型番：FPT2112
ISBN：978-4-938927-69-1

日商PC検定試験日商PC検定試験日商PC検定試験
文書作成 2級 公式テキスト&問題集文書作成 2級 公式テキスト&問題集文書作成 2級 公式テキスト&問題集
Word 2019/2016対応Word 2019/2016対応Word 2019/2016対応

価格：3,300円（税込）
仕様：B5/本編266頁
 別冊42頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2102
ISBN：978-4-938927-36-3

日商PC検定試験日商PC検定試験日商PC検定試験
データ活用 2級 公式テキスト&問題集データ活用 2級 公式テキスト&問題集データ活用 2級 公式テキスト&問題集
Excel 2019/2016対応Excel 2019/2016対応Excel 2019/2016対応

価格：3,300円（税込）
仕様：B5/本編249頁
 別冊46頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2103
ISBN：978-4-938927-31-8

日商PC検定試験日商PC検定試験日商PC検定試験
プレゼン資料作成 2級 公式テキスト＆問題集プレゼン資料作成 2級 公式テキスト＆問題集プレゼン資料作成 2級 公式テキスト＆問題集
PowerPoint 2019/2016対応PowerPoint 2019/2016対応PowerPoint 2019/2016対応

価格：3,300円（税込）
仕様：B5/本編209頁
 別冊63頁
添付：別冊「解答と解説」
型番：FPT2106
ISBN：978-4-938927-40-0

日商PC検定試験
公式テキスト＆問題集
Office 2021用補足資料
Microsoft 365用補足資料

日商PC検定試験対策書籍では、「文書作成」
「データ活用」「プレゼン資料作成」の実技科
目を、Office 2019またはOffice 2016で学
習する場合の操作手順で掲載しています。
Office 2021やMicrosoft 365で学習され
る場合は、操作手順の違いを一覧にした補足
資料を各書籍の詳細ページよりご覧いただけ
ます。

補足資料
提供

https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/index.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2012.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2104.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2010.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2011.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2105.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2102.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2103.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/nisshopc/fpt2106.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/webdesign/index.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/webdesign/fpt2112.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/webcreator/index.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/webcreator/fpt1417.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/webcreator/fpt1418.html
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〈改訂3版〉〈改訂3版〉〈改訂3版〉
自信がつくビジネスマナー自信がつくビジネスマナー自信がつくビジネスマナー

ビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーションビジネスコミュニケーション
スキルを磨く10のステップ〈改訂版〉スキルを磨く10のステップ〈改訂版〉スキルを磨く10のステップ〈改訂版〉

仕事力を身に付ける仕事力を身に付ける仕事力を身に付ける
20のステップ〈改訂版〉20のステップ〈改訂版〉20のステップ〈改訂版〉

スマホアプリスマホアプリスマホアプリ
就活準備　SPI3試験対策就活準備　SPI3試験対策就活準備　SPI3試験対策
言語/非言語問題言語/非言語問題言語/非言語問題

スマホアプリスマホアプリスマホアプリ
クイズでわかる！クイズでわかる！クイズでわかる！
新社会人の基礎知識新社会人の基礎知識新社会人の基礎知識

自信がつくビジネス文書自信がつくビジネス文書自信がつくビジネス文書

〈改訂2版〉〈改訂2版〉〈改訂2版〉
自信がつくプレゼンテーション自信がつくプレゼンテーション自信がつくプレゼンテーション自信がつくプレゼンテーション自信がつくプレゼンテーション自信がつくプレゼンテーション
オンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニックオンラインでも引きつけて離さないテクニック

購入者特典動画付き
価格：1,870円（税込）
仕様：B5変型/199頁
型番：FPT1810
ISBN：978-4-86510-377-9

価格：1,320円（税込）
仕様：A5/196頁
型番：FPT1415
ISBN：978-4-86510-155-3

価格：1,870円（税込）
仕様：B5変型/本編213頁 
 別冊19頁
添付：別冊「作成例と解説」
型番：FPT1013
ISBN：978-4-89311-873-8

価格：2,090円（税込）
仕様：B5変型/183頁
型番：FPT2107
ISBN：978-4-938927-37-0

価格：1,320円（税込）
仕様：A5/226頁
型番：FPT1416
ISBN：978-4-86510-156-0

価格：2,640円（税込）
仕様：B5/12～24頁の  
 小冊子20冊
型番：FKT1422
ISBN：なし

SPI3試験の予想問題が学
習できます。「言語分野」
「非言語分野」の両方の問
題を収録しています。
《問題数》
言語能力問題‥‥‥‥ 99問
非言語能力問題‥‥‥ 139問

価格：
Android版 610円（税込）

社会人の必須知識が学習で
きます。
《問題数》
ビジネスマナー ‥‥‥‥60問
個人情報保護 ‥‥‥‥35問
コンプライアンス ‥‥‥25問
情報セキュリティ＆モラル ‥25問
職場のハラスメント対策 ‥10問

価格：
Android版 490円（税込）

就活支援eラーニング就活支援eラーニング就活支援eラーニング
就職活動の準備は、音声や動画が効果的に使われたeラーニングがわかりやすい！

就職ガイダンスに最適！ インターンシップの
事前準備に最適！

コース名 標準学習時間 価格8週間（税込）

就活準備 SPI3試験対策※ 20時間 4,950円

事例動画とケーススタディで学ぶビジネスマナー※ 2時間 8,800円

速習！ 新入社員向け社会の基本ルール 1時間 2,750円

速習！ 新社会人のためのロジカルシンキング基礎 1時間 2,750円

クラウドサービス1IDの価格です。SCORM1.2対応版は教育機関様向けの価格をご用意しています。
MoodleなどSCORM1.2対応LMSでご利用いただける年間ライセンスも教育機関様向け特別価格にて提供しております。
※スマートフォン・タブレット対応

就活準備 SPI3試験対策の画面図です。 事例動画とケーススタディで学ぶビジネスマナーの画面図です。

オーダーメイドテキスト
作成サービスのご案内
FOM出版の豊富な教材をベースに、オリジ
ナルテキストの作成をお手伝いするサービ
スです。

※お見積りは、基本的に100部以上からお受けいた
します。
※少部数での制作、またはカスタマイズのご用命が
ある場合、1部あたりの単価が市販のテキストの価
格よりも高くなることがございます。

※サービスの詳細に関しては、弊社担当営業にお問
い合わせください。

事例動画とケーススタディ
で学ぶビジネスマナー

FOM出版の書籍にお客様
独自の内容を追加できます

Point

1
既刊テキストから自由に組
み合わせできます

Point

2
学校名を入れてオリジナル
の表紙を作成できます

Point

3

内定を勝ち取る10のステップ内定を勝ち取る10のステップ内定を勝ち取る10のステップ
〈改訂版〉〈改訂版〉〈改訂版〉

https://www.fom.fujitsu.com/goods/skill/fpt2107.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/skill/fpt1810.html
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO84B
https://www.fom.fujitsu.com/goods/skill/fpt1013.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/syuukatu/fpt1415.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/syuukatu/fpt1416.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/syuukatu/fkt1422.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/ebook/ap.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/ebook/ap.html
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO24D
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO84B
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO83B
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO23D
https://www.fom.fujitsu.com/goods/ordermade/index.html?purchase1
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Excel 2021 基礎Excel 2021 基礎Excel 2021 基礎
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

価格： 2,310円（税込）
仕様：A4変型/278頁
型番：FPT2204
ISBN：978-4-938927-91-2

価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/254頁
型番：FPT2207
ISBN：978-4-86775-009-4

価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/222頁
型番：FPT2213
ISBN：978-4-938927-93-6

価格：1,210円（税込）
仕様：A4変型/約120頁予定
型番：FPT2222
ISBN：未定

価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/約280頁予定
型番：FPT2214
ISBN：未定

Word 2021 ドリルWord 2021 ドリルWord 2021 ドリル
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

Excel 2021 ドリルExcel 2021 ドリルExcel 2021 ドリル
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

価格：2,310円（税込）
仕様： A4変型/278頁
型番：FPT2205
ISBN：978-4-86775-008-7

価格：1,210円（税込）
仕様：A4変型/約100頁予定
型番：FPT2221
ISBN：未定

Excel 2021 応用Excel 2021 応用Excel 2021 応用
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

Excelではじめるデータ分析Excelではじめるデータ分析Excelではじめるデータ分析
関数・グラフ・ピボットテーブルから分析ツールまで関数・グラフ・ピボットテーブルから分析ツールまで関数・グラフ・ピボットテーブルから分析ツールまで
Excel 2019/2016対応Excel 2019/2016対応Excel 2019/2016対応

Access 2021 基礎/応用Access 2021 基礎/応用Access 2021 基礎/応用
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

価格：2,530円（税込）
仕様：A4変型/170頁
型番：FPT2111
ISBN：978-4-938927-41-7

価格：2,640円（税込）
仕様：A4変型/326頁
型番：FPT2208
ISBN：978-4-938927-88-2

Word 2021 & Excel 2021 &Word 2021 & Excel 2021 &Word 2021 & Excel 2021 &
PowerPoint 2021PowerPoint 2021PowerPoint 2021
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

Office
2021 / 2019 / 2016

各バージョン取りそろえております。

Word 2021 基礎Word 2021 基礎Word 2021 基礎
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/246頁
型番：FPT2206
ISBN：978-4-938927-92-9

Excel/Word 2016の基礎・応用レベルの操作スキル
を測定するWindows対応のプログラムです。

詳細は以下よりご覧ください。

https://www.fom.fujitsu.com/goods/lp/skillcheck_program/

Point 1 操作でスキルを測定できる
Point 2 測定結果を出力できる
Point 3 研修の実施計画や効果測定に利用できる

FOM出版　スキルチェックプログラム

操作スキルチェックプログラム操作スキルチェックプログラム操作スキルチェックプログラム

Word 2021 応用Word 2021 応用Word 2021 応用
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

2023年春
提供予定

2023年春
提供予定

PowerPoint 2021
2023年春提供予定

Access 2021
2023年夏提供予定

PowerPoint 2021 基礎PowerPoint 2021 基礎PowerPoint 2021 基礎
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応

PowerPoint 2021 応用PowerPoint 2021 応用PowerPoint 2021 応用
Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応Office 2021/Microsoft 365対応
PowerPoint 2021 応用PowerPoint 2021 応用PowerPoint 2021 応用

2023年春提供予定

2023年春提供予定2023年春提供予定

Access 2021 基礎/応用Access 2021 基礎/応用Access 2021 基礎/応用
2023年春提供予定

■基礎
価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/約260頁予定
型番：FPT2217
ISBN：未定

■応用
価格：2,310円（税込）
仕様：A4変型/約290頁予定
型番：FPT2218
ISBN：未定

■基礎
価格：
仕様：A4変型/約260頁予定
型番：FPT2217
ISBN：

■応用
価格：
仕様：A4変型/約290頁予定

https://www.fom.fujitsu.com/goods/excel/fpt2204.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/excel/fpt2205.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/word/fpt2206.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/word/fpt2207.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/powerpoint/fpt2213.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/office/fpt2208.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/excel/fpt2111.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/lp/skillcheck_program/
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO95B
https://www.kcc.knowledgewing.com/icm/srv/course-application/init-detail?cd=FLM&pcd=FLMC&cscd=UFO94B
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お問い合わせは株式会社 富士通ラーニングメディア
本社／東京都大田区新蒲田1-17-25

eラーニングのご案内講師サポートサイトのご案内

「FOM eBooks」は、大学、企業、
団体向けにFOM出版テキストを電子
書籍で一括提供し、閲覧いただける

サービスです。電子教科書として授業でご活用いただけます。パソコ
ン、タブレット、スマートフォンでいつでもどこでもFOM出版テキス
トを閲覧いただけます。

https://www.fom.fujitsu.com/goods/ebook/ebooks/

◆ Microsoft、Windows、Excel、Access、PowerPointは、Microsoft Corporationの米国およびその他の
国における登録商標または商標です。

◆その他、記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
◆価格については税込表示となっております。
◆このカタログは2022年11月現在の内容です。予告なく変更になる場合がありますので、ご了承ください。
Copyright 2022 FUJITSU LEARNING MEDIA LIMITED

Microsoft Offi  ceや情報セキュリティなどのコースはもちろん、ビ
ジネススキルを習得するためのラインナップを幅広く取りそろえて
います。MoodleなどSCORM1.2対応LMSでご利用いただける年
間ライセンスも教育機関様向け特別価格にて提供しております。
※SCORM1.2対応は一部の商品のみとなります。
※LMS：eラーニングシステム

https://www.fom.fujitsu.com/goods/

FOM出版 検索

https://www.knowledgewing.com/kw/e_l/e_course_index.htmlhttps://www.fom.fujitsu.com/goods/

https://www.knowledgewing.com/kw/e_l/movienavi/index.html

「FOM出版講師サポートサイト」では、各テキストの「講師資料&タ
イムスケジュール」や情報リテラシー教材のご採用特典のカリキュ
ラムなどの授業支援ツールをご提供しています。
※ ID・パスワードが必要です。新規でご利用される場合はサイト内でお申込みください。

「FOM出版 ムービー・ナビ」では、
Officeの操作やZOOMの使い方な
ど、独学で習得するための動画を

約400本ご用意しています。3分程度の短時間の動画で、移動の合
間などに繰り返し学習できます。操作に困ったときにサッと調べるこ
とができるため、業務効率化にも役立ちます。パソコン、タブレット、
スマートフォンでいつでもどこでも学習できるクラウド型のサービス
です。

FLM　eラーニング

FLM　ムービー・ナビ

FOM出版

fomebooks

FOM eBooksのサンプルページをご用意しています。以下よりご覧ください。
※サービスの詳細に関しては、弊社担当営業にお問い合わせください。

FOM出版 ムービー・ナビのご紹介サイトをご用意しています。以下よりご覧ください。
※サービスの詳細に関しては、弊社担当営業にお問い合わせください。

eラーニングのホームページでは、コース
一覧のほか、コースの一部を無料で体験
いただける体験学習をご用意しています。

体験学習をご希望の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

コース一覧のご案内

電子書籍閲覧サービス  FOM eBooksのご案内 動画配信サービス  FOM出版 ムービー・ナビのご案内

https://www.fom.fujitsu.com/goods/qaform/index_c.html?bnr
https://www.knowledgewing.com/kw/e_l/e_course_index.html
https://www.fom.fujitsu.com/goods/ebook/ebooks/
https://www.knowledgewing.com/kw/e_l/movienavi/index.html



