
マイクロソフトオフィススペシャリスト（ＭＯＳ）とは 

エクセルやワードなどのマイクロソフトオフィス製品の利用スキルを証明できる資格です。 

 

ＭＯＳを取得する６つのメリット 
 

 

メリット１ 

パソコンスキルを客観的に証明 

「Excel が使える、Word が使える」などといった目に見えないスキルを客観的に証明。 

資格は Microsoft Office のバージョンごとに取得できます。 

 

 

メリット２ 

対策学習が実務力に直結 

実際のアプリケーションソフトをコンピュータ上で操作する実技試験なので、資格取得だけで

はなく、対策学習によってパソコンを使う実務がつけられます。 

 

 

メリット３ 

業務や作業効率が向上 

さまざまな機能を効果的に使いこなすスキルが身につくため、職場でのパソコンを使った業務

や作業の効率化が図れます。 

 

 

メリット４ 

就職・転職時の実力アピールに 

社会人に必須の資格のため、就職・転職時をはじめ、社内でのパソコンスキルのアピールに効

果的です。また、多数の企業で社員教育として導入されています。 

 

 

メリット５ 

取得結果をスピーディーに活用 

「合否」の結果は、受験後すぐに判定。取得したその日から履歴書に記載して、就職・転職活

動に活かせます。 

 

 

メリット６ 

世界で通じる国際資格 

世界的に行われている資格試験。 

世界共通の「合格認定証」や「デジタル認定証」により、認定されたスキルは世界で通用します。 

  



Word 2016 スペシャリスト（一般）：試験概要 

Word の主な機能を利用して、文書の作成・保存、文字への書式設定、段落の設定、箇条書きや段落番号の

設定や変更、表の作成・編集、文書の印刷など、さまざまな目的や状況に応じた文書を作成・編集できる方

を対象とした資格です。 

 

Excel 2016 スペシャリスト（一般）：試験概要 

Excel の主な機能を利用して、複数のシートを含むブックの作成・編集、データの抽出や並べ替え、数式の

作成、関数の使用、グラフを利用したデータの視覚的表現、印刷設定など、さまざまな目的や状況に応じて

数値データを扱える方を対象とした資格です。 

 

PowerPoint 2016：試験概要 

PowerPointの主な機能を利用して、スライドマスターの編集、書式設定、アニメーションや画面切り替え

効果の適用・そのタイミングの編集、スライドショーの設定、アウトライン文書の挿入、配布資料の作成、

印刷の設定など、さまざまな目的や状況に応じてプレゼンテーションを作成・編集できる方を対象とした資

格です。 

 

項目 内容 

試験の形態 コンピュータを使った実技試験（CBT） 

試験時間 50 分 

受験料 一般価格 10,780 円（9,800 円＋消費税 10％） 

学割価格 8,580 円（7,800 円＋消費税 10％）※学生証を持参 

 

 

受験するには 

MOS には、『全国一斉試験』と『随時試験』の 2つの受験方法があります。申込方法が異なるだけで、受

験料、試験内容、合格認定証はすべて同じです。希望の受験方法を選ぶことができます。試験当日に学生の

場合は、学割制度を利用できます。 

 

第 270 回 全国一斉試験日：2020/2/23（火） 

申込受付期間：2019/12/10（火）～2020/1/27（月） 

 

第 271 回 全国一斉試験日：2020/3/8（日） 

申込受付期間：1/28（火）～ 2/10（月） 

 

◎最寄りの試験会場で受験できる『随時試験』 

 試験実施日時 各試験会場が設定した日程、試験開始時間 

 試験会場 全国の随時試験実施会場より選択 

 



Microsoft Office Specialist Excel 2016

※出題範囲は以下の操作や機能を含みますが、これらに限定されるものではありません。

出題範囲（参考訳）

ワークシートやブックの作成と管理

ワークシートやブックを作成する

ブックを作成する

区切り文字で区切られたデータをテキストファイルからインポートする

既存のブックにワークシートを追加する

ワークシートをコピーする、移動する

ワークシートやブック内を移動する

ブック内のデータを検索する

名前付きのセル、セル範囲、ブックの要素へ移動する

ハイパーリンクを挿入する、削除する

ワークシートやブックの書式を設定する

ワークシートの見出しの色を変更する

ワークシート名を変更する

ワークシートの順番を変更する

ページ設定を変更する

列や行を挿入する、削除する

ブックのテーマを変更する

行の高さや列の幅を調整する

ヘッダーやフッターを挿入する

ワークシートやブックのオプションと表示をカスタマイズする

ワークシートを表示する、非表示にする

列や行を表示する、非表示にする

クイックアクセスツールバーをカスタマイズする

ブックの表示を変更する

ウィンドウの表示を変更する

ドキュメント プロパティを変更する

ズーム機能を使用して表示倍率を変更する

数式を表示する

配布するためにワークシートやブックを設定する

印刷範囲を設定する

別のファイル形式でブックを保存する

ブック全体またはブックの一部を印刷する

拡大縮小印刷を設定する

複数ページのワークシートに列タイトルと行タイトルを繰り返し表示する

ブック内の非表示のプロパティや個人情報を検査する

ブック内のアクセシビリティの問題を検査する

ブック内の互換性の問題を検査する
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Microsoft Office Specialist Excel 2016

出題範囲（参考訳）

セルやセル範囲のデータの管理

セルやセル範囲にデータを挿入する

データを置換する

データを切り取る、コピーする、貼り付ける

形式を選択してデータを貼り付ける

オートフィル機能を使ってセルにデータを入力する

セルを挿入する、削除する

セルやセル範囲の書式を設定する

セルを結合する

セルの配置やインデントを変更する

書式のコピー/貼り付け機能を使用してセルに書式を設定する

セル内のテキストを折り返して表示する

数値の書式を適用する

セルの書式を適用する

セルのスタイルを適用する

データをまとめる、整理する

スパークラインを挿入する

データのアウトラインを作成する

小計を挿入する

条件付き書式を適用する

テーブルの作成

 テーブルを作成する、管理する

セル範囲から Excel のテーブルを作成する

テーブルをセル範囲に変換する

テーブルに行や列を追加する、削除する

テーブルのスタイルと設定オプションを管理する

テーブルにスタイルを適用する

テーブル スタイルのオプションを設定する

集計行を挿入する

テーブルをフィルターする、並べ替える

レコードをフィルターする

複数の列でデータを並べ替える

並べ替え順を変更する

重複レコードを削除する

数式や関数を使用した演算の実行

関数を使用してデータを集計する

セル参照を追加する

SUM 関数を使用して計算を行う

MIN、MAX 関数を使用して計算を行う

COUNT 関数を使用して計算を行う

AVERAGE 関数を使用して計算を行う
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Microsoft Office Specialist Excel 2016

出題範囲（参考訳）

関数を使用して条件付きの計算を実行する

IF 関数を使用して論理演算を実行する

SUMIF 関数を使用して論理演算を実行する

AVERAGEIF 関数を使用して論理演算を実行する

COUNTIF 関数を使用して統計的演算を実行する

関数を使用して書式を設定する、文字列を変更する

RIGHT、LEFT、MID 関数を使用して文字の書式を設定する

UPPER、LOWER、PROPER 関数を使用して文字の書式を設定する

CONCATENATE 関数を使用して文字の書式を設定する

グラフやオブジェクトの作成

グラフを作成する

新しいグラフを作成する

データ範囲（系列）を追加する

ソースデータの行と列を切り替える

クイック分析を使用してデータを分析する

グラフを書式設定する

グラフのサイズを変更する

グラフの要素を追加する、変更する

グラフのレイアウトやスタイルを適用する

グラフをグラフシートに移動する

オブジェクトを挿入する、書式設定する

テキストボックスや図形を挿入する

画像を挿入する

オブジェクトのプロパティを変更する

アクセシビリティ向上のため、オブジェクトに代替テキストを追加する
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Microsoft Office Specialist Word 2016

※出題範囲は以下の操作や機能を含みますが、これらに限定されるものではありません。

出題範囲（参考訳）

文書の作成と管理

文書を作成する

新しい文書を作成する

テンプレートを使用して新しい文書を作成する

Word で PDF ファイルを開き編集する

ファイルまたは外部データからテキストを挿入する

文書内を移動する

 文字列を検索する

 ハイパーリンクを挿入する

 ブックマークを作成する

 文書内の特定の場所またはオブジェクトに移動する

文書の書式を設定する

 ページ設定を変更する

 文書のテーマを適用する

 文書のスタイルセットを適用する

 ヘッダーやフッターを挿入する

 ページ番号を挿入する

 ページの背景要素（の書式）を設定する

文書のオプションと表示をカスタマイズする

 文書の表示を変更する

 ズーム機能を使用して、表示をカスタマイズする

 クイックアクセスツールバーをカスタマイズする

 ウィンドウを分割する

 文書のプロパティに値を追加する

 編集記号の表示/非表示を使用する

文書を印刷する、保存する

 印刷の設定を変更する

 別のファイル形式で文書を保存する

 文書全体または一部を印刷する

 隠しプロパティや個人情報がないか文書を検査する

 アクセシビリティに関する問題がないか文書を検査する

 下位バージョンとの互換性に問題がないか文書を検査する

 文字、段落、セクションの書式設定

文字列や段落を挿入する

文字列を検索する、置換する

文字列を切り取る、コピーする、貼り付ける

オートコレクトを使用して文字列を修正する

特殊文字を挿入する
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Microsoft Office Specialist Word 2016

出題範囲（参考訳）

文字列や段落の書式を設定する

フォントを変更する

書式のコピー／貼り付けを使用して、書式を適用する

行間、段落の間隔、インデントを設定する

書式をクリアする

選択した文字列を強調表示する

文字列に組み込みスタイルを適用する

文字列をワードアートに変更する

文字列や段落を並べ替える、グループ化する

文字列を複数の段に設定する

ページ、セクション、セクション区切りを挿入する

セクションごとにページ設定のオプションを変更する

 表やリストの作成

 表を作成する

文字列を表に変換する

表を文字列に変換する

行や列を指定して表を作成する

テーブルスタイルを適用する

表を変更する

表のデータを並べ替える

セルの余白と間隔を設定する

セルを結合する、分割する

表、行、列のサイズを調整する

表を分割する

タイトル行の繰り返しを設定する

リストを作成する、変更する

段落番号付きのリスト、または箇条書きリストを作成する

リストのレベルごとに行頭文字や番号書式を変更する

新しい行頭文字や番号書式を定義する

リストのレベルを変更する

リストの番号を振り直す、自動的に振る

開始する番号の値を設定する

 参考資料の作成と管理

参照のための情報や記号を作成する、管理する

脚注や文末脚注を挿入する

脚注や文末脚注のプロパティを変更する

資料文献を作成する

資料文献を変更する

引用文献を挿入する

図表番号を挿入する

図表番号のプロパティを変更する
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Microsoft Office Specialist Word 2016

出題範囲（参考訳）

標準の参考資料を作成する、管理する

標準の目次を挿入する

目次を更新する

表紙を追加する

 グラフィック要素の挿入と書式設定

グラフィック要素を挿入する

図形を挿入する

図を挿入する

スクリーンショットや画面の領域を挿入する

テキストボックスを挿入する

グラフィック要素を書式設定する

アート効果を適用する

図の効果を適用する

図の背景を削除する

オブジェクトを書式設定する

図のスタイルを適用する

オブジェクトの周囲の文字列を折り返す

オブジェクトを配置する

アクセシビリティ向上のため、オブジェクトに代替テキストを追加する

SmartArt を挿入する、書式設定する

SmartArt を作成する

SmartArt を書式設定する

SmartArt の内容を変更する
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Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016

※出題範囲は以下の操作や機能を含みますが、これらに限定されるものではありません。

出題範囲（参考訳）

プレゼンテーションの作成と管理

プレゼンテーションを作成する

新しいプレゼンテーションを作成する

テンプレートをもとにしてプレゼンテーションを作成する

Word のアウトラインをインポートする

スライドを挿入する、書式設定する

特定のスライドのレイアウトを挿入する

既存のスライドを複製する

スライドを表示する、非表示にする

スライドを削除する

スライドに別のレイアウトを適用する

個々のスライドの背景を変更する

スライドのヘッダー、フッター、ページ番号を挿入する

スライド、配布資料、ノートを変更する

スライドマスターのテーマや背景を変更する

スライドマスターのコンテンツを変更する

スライドのレイアウトを作成する

スライドのレイアウトを変更する

配布資料マスターを変更する

ノートマスターを変更する

スライドを並べ替える、グループ化する

セクションを作成する

スライドの順番を変更する

セクション名を変更する

プレゼンテーションのオプションや表示を変更する

スライドのサイズを変更する

プレゼンテーションの表示を変更する

ファイルのプロパティを設定する

印刷するためにプレゼンテーションを設定する

プレゼンテーションの全体または一部を印刷する

ノートを印刷する

配布資料を印刷する

カラー、グレースケール、白黒で印刷する

スライドショーを設定する、実行する

目的別スライドショーを作成する

スライドショーのオプションを設定する

スライドショーのリハーサル機能を使用する

発表者ツールを使用してスライドショーを発表する
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Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016

出題範囲（参考訳）

テキスト、図形、画像の挿入と書式設定

テキストを挿入する、書式設定する

スライドにテキストを挿入する

テキストに書式やスタイルを適用する

テキストにワードアートのスタイルを適用する

テキストに段組みを設定する

箇条書きや段落番号を作成する

ハイパーリンクを挿入する

図形やテキストボックスを挿入する、書式設定する

図形を挿入する、置き換える

テキストボックスを挿入する

図形やテキストボックスのサイズを変更する

図形やテキストボックスの書式を設定する

図形やテキストボックスにスタイルを適用する

図を挿入する、書式設定する

図を挿入する

図のサイズを変更する、図をトリミングする

図のスタイルや効果を適用する

図形を並べ替える、グループ化する

オブジェクトを並べ替える

オブジェクトを配置する

オブジェクトをグループ化する

配置用のツールを表示する

表、グラフ、SmartArt、メディアの挿入

表を挿入する、書式設定する

表を作成する

表に行や列を挿入する、削除する

表のスタイルを適用する

表をインポートする

グラフを挿入する、書式設定する

グラフを作成する

グラフをインポートする

グラフの種類を変更する

グラフに凡例を追加する

グラフのスタイルを変更する

SmartArtを挿入する、書式設定する

SmartArt を作成する

箇条書きを SmartArt に変換する

SmartArt に図形を追加する

SmartArt の中で図形を並べ替える

SmartArt の色を変更する
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Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016

出題範囲（参考訳）

メディアを挿入する、管理する

サウンドやビデオを挿入する

メディアの再生オプションを設定する

メディアのウィンドウサイズを調整する

ビデオの開始時間と終了時間を設定する

メディアのタイミングのオプションを設定する

画面切り替えやアニメーションの適用

画面切り替えを適用する

画面切り替えを挿入する

画面切り替えの効果のオプションを設定する

スライドのコンテンツにアニメーションを設定する

オブジェクトにアニメーションを適用する

文字にアニメーションを適用する

アニメーションの効果のオプションを設定する

アニメーションの軌跡効果を設定する

画面切り替えとアニメーションのタイミングを設定する

画面切り替えの効果の継続時間を設定する

画面切り替えの開始と終了のオプションを設定する

同じスライドにあるアニメーションの順序を並べ替える

複数のプレゼンテーションの管理

複数のプレゼンテーションのコンテンツを結合する

ほかのプレゼンテーションからスライドを挿入する

2 つのプレゼンテーションを比較する

コメントを挿入する

コメントをレビューする

プレゼンテーションの仕上げをする

プレゼンテーションを保護する

プレゼンテーションを検査する

プレゼンテーションの校正を行う

プレゼンテーションの内容を保持する

プレゼンテーションを別の形式にエクスポートする
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