


目次

2 プレゼンテーション＋PowerPoint2007/2010

プレゼンテーションとは

今なぜプレゼンテーションか1
　　1　プレゼンテーションとは何か ………………4
　　2　プレゼンテーションの目的 …………………5
　　3　聞き手の研究が大切 ……………………………5

プレゼンテーションの実際2
　　1　目的から見たプレゼンテーションの実際 …6
　　2　規模から見たプレゼンテーションの実際 …7

聞き手の立場に立つ3
　　1　 プレゼンテーションは双方向のコミュニケー

ションで …………………………………………8
　　2　聞き手の不満 ……………………………………8
　　3　話し手の悩み ……………………………………9
　　4　目的の確認 ………………………………………9
　　5　プレゼンテーションの時間 ……………… 10
　　6　視覚化の効果 ………………………………… 10
　　7　視覚と言葉の組み合わせ …………………… 11
　　8　プレゼンテーションのポイント ………… 11

プレゼンテーション能力の活用4
　　1　プレゼンテーション能力の必要性 ……… 12
　　2　プレゼンテーションの学習 ……………… 13

プレゼンテーションの構成

プレゼンテーションの準備1
　　1　プレゼンテーションの準備の流れ ……… 14
　　2　 事例で学習するプレゼンテーションの構成づ

くり …………………………………………… 15

プレゼンテーションの内容の確認2
　　1　確認シートによる整理 ……………………… 17
　　2　事前確認項目のポイント …………………… 19

構成案づくり3
　　1　テーマづくり ………………………………… 21
　　2　本題づくりのためのアイデアの整理 …… 22
　　3　マインドマップ ……………………………… 23
　　4　ブレインストーミング ……………………… 24
　　5　カード法 ……………………………………… 25
　　6　カードの整理 ………………………………… 25
　　7　本題づくり …………………………………… 27
　　8　構成案づくり（構成案シート） …………… 28
　　9　構成の完成（構成シート） …………………… 28

説得力のある構成4
　　1　わかりやすい構成 …………………………… 30
　　2　プレゼンテーションの構成例 …………… 31
　　3　批判的思考（クリティカルシンキング） … 32
　　4　問題解決 ……………………………………… 34
　　5　実験結果報告 ………………………………… 34
　　6　説得力を高める事例やデータ …………… 35

情報収集5
　　1　一次資料 ……………………………………… 36
　　2　二次資料 ……………………………………… 37
　　3　インターネットの活用 ……………………… 38
　　4　インターネット利用上の注意 …………… 40
　　5　情報シートへの記入 ………………………… 41
　　6　著作権への配慮 ……………………………… 41

構成のチェックポイント 426

プレゼンテーションの実施

プレゼンテーションと表現技術1
　　1　説得力のあるプレゼンテーションとは … 44
　　2　コミュニケーションと表現技術 ………… 44
　　3　基本は 1対 1コミュニケーション ……… 45
　　4　双方向コミュニケーション ……………… 45
　　5　コミュニケーションのチャネル ………… 46

言語表現2
　　1　言語表現とは ………………………………… 47
　　2　わかりやすい表現 …………………………… 47
　　3　正確な言語表現 ……………………………… 48
　　4　自信をもって伝える言語表現 …………… 49
　　5　場に合わせた言語表現 ……………………… 49
　　6　相手に合わせた言語表現 …………………… 50
　　7　構成を明確に伝える言語表現 …………… 50

非言語表現3
　　1　非言語表現とは ……………………………… 51
　　2　音に関する非言語表現 ……………………… 51
　　3　音に関係しない非言語表現 ……………… 53
　　4　服装と身だしなみ …………………………… 54
　　5　態度・立ち方 ………………………………… 55
　　6　表情 …………………………………………… 56
　　7　視線・アイコンタクト ……………………… 57
　　8　身振り ………………………………………… 57
　　9　自分の癖を直す ……………………………… 58

プレゼンテーションの環境4
　　1　プレゼンテーション会場の環境 ………… 59
　　2　会場レイアウトの種類 ……………………… 60



330H Academic

　　3　照明の調整 …………………………………… 61
　　4　マイクやプロジェクタの使い方 ………… 61

プレゼンテーションの運営5
　　1　プレゼンテーション運営の役割分担 …… 63
　　2　運営上の確認事項 …………………………… 64

リハーサル6
　　1　成功するプレゼンテーション …………… 65
　　2　プレゼンテーションの流れ ……………… 66
　　3　リハーサルの進め方 ………………………… 67
　　4　直前の確認と不測の事態への対応 ……… 68

プレゼンテーションの評価と改善7
　　1　プレゼンテーションの学習 ……………… 71
　　2　聞き手からの評価 …………………………… 71
　　3　ビデオによる自己評価 ……………………… 71
　　4　相互学習 ……………………………………… 72
　　5　プレゼンテーションとメッセージ ……… 72

視覚資料の作成

視覚化のポイント1
　　1　視覚資料とは ………………………………… 74
　　2　視覚化のポイント …………………………… 74

文字情報のフレーズ化 752
図解で表現3

　　1　図解作成のポイント ………………………… 76
　　2　ビジュアル要素 ……………………………… 77

グラフによる視覚化4
　　1　なぜグラフを使うか ………………………… 78
　　2　グラフの種類と使い方 ……………………… 78
　　3　グラフ活用のポイント ……………………… 79

表による図解化 805
カラー化6

　　1　色彩の基礎知識 ……………………………… 81
　　2　基本的な配色方法 …………………………… 82
　　3　配色のポイント ……………………………… 84

映像化 857
パソコンでの視覚資料の作成と発表 858

5 スライドの作成

PowerPointの起動と画面構成1
　　1　PowerPointの特徴 ………………………… 86
　　2　PowerPointの起動と画面構成 ………… 87

テンプレートを活用したプレゼンテーション資料の作成2
　　1　PowerPointの基本操作 …………………… 89
　　2　PowerPointの表示モードを切り替える … 98
　　3　編集操作の基本 …………………………… 100

新規プレゼンテーション資料の作成3
　　1　新規スライドの作成 ……………………… 105
　　2　スライドの追加 …………………………… 108
　　3　SmartArtグラフィックの活用 ………… 118
　　4　スライドの挿入・移動・削除 ………… 124
　　5　スライドショーを実行する …………… 130

プレゼンテーション資料を印刷してみよう4
　　1　ヘッダーとフッターの追加 …………… 134
　　2　配布資料を印刷する ……………………… 137

6 効果的なスライド作成と提示

見栄えのよいプレゼンテーション資料1
　　1　配色を設定する …………………………… 144
　　2　 クリップアート，SmartArtの図形の色を変

更する ……………………………………… 148
　　3　テキストの書式設定をする …………… 151

グラフ・図形・画像を挿入する2
　　1　Excelのグラフを挿入する ……………… 156

プレゼンテーションの実施3
　　1　アニメーションの設定 …………………… 160
　　2　リハーサルでの確認 ……………………… 166
　　3　プレゼンテーション本番での操作と心得 … 171

7 プレゼンテーション能力を高めるために

プレゼンテーション能力の活用1
　　1　プレゼンテーション能力の活用場面 … 178
　　2　プレゼンテーションの弊害 …………… 178

プレゼンテーション能力の開発2
　　1　プレゼンテーションのセンスアップ … 180
　　2　自分を表現し，聞き手との交流を楽しむ … 180
　　3　最後は人柄で決まる ……………………… 181

さくいん ……………………………………………… 182

・ 本書で使用するデータは http://www.jikkyo.co.jp/
download/からダウンロードできます（「30時間アカ
デミック PowerPoint」で検索を行ってください）。
・ Windows 7，PowerPoint2007/2010，Word2010は

Microsoft Corporationの，その他，本書に掲載され
た社名および製品名は各社の商標または登録商標です。



4 プレゼンテーション＋PowerPoint2007/2010

1
章

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
と
は

プレゼンテーションとは
30H  Academ i c ▷プレゼンテーション＋Powe r Po i n t 2007/2010

　プレゼンテーションとは何か，基本を理解して，構成づくりのステップを学習する。
プレゼンテーション全体の流れを踏まえて，基本的なステップにしたがって，演習課
題で構成づくりができるところまで理解を深める。

　現代社会ではプレゼンテーション能力が重視されている。プレゼンテーションとは
何だろう。

　日本の社会では物事を決めるときに，事前の打ち合わせに時間を取って下地をつく
り，会議をする前に決定する内容が決まっているということが多かった。これでは社
会の激しい変化に対応できない。会議の場で自分の考えや意見をはっきりと示し，議
論の上で意思決定することが増えてきた。そのためプレゼンテーションに注目が集
まってきた。

 プレゼンテーションには説得力が必要
　相手が自分の考えに同意し，何ら
かの行動を起こしてもらうことを期
待してプレゼンテーションを行う。
　プレゼンテーションは単なる発表
と違い，自分の考えを一方的に伝達
するだけでは駄目である。自分の考
えを理解してもらい，行動を起こし
てもらうことをねらいにしているので，説得力を持って伝達しなければならない。

 説得力を高めるポイント
●双方向のコミュニケーション
　聞き手に合わせて話し方を変え，質問を受けて伝えたい点を強調する。
●視覚化（ビジュアル化）
　言葉で伝えにくいイメージの伝達には補助資料で視覚に訴える。

　プレゼンテー
ション
Presentation

限られた時間の中で，
情報を正確に伝え，
その結果として，判
断や意思決定までを
してもらうコミュニ
ケーションの方法の
こと。

　意思決定
Decision Making

いくつかの提案を評
価し，最も適した案
を選定すること。

今なぜプレゼンテーションか1
1 プレゼンテーションとは何か

プレゼンテーションとは
　 　与えられた条件のもとで自分の知識や考えを相手にわかりやすく正確に伝え，
受け入れてもらうための行動のこと。

与えられた条件には
　 　プレゼンテーションの時間，準備の時間，聞き手の人数，使用できる機器，
会場などがある。

考え・意見・情報

わかった なるほど
やってみよう

図 1-1  プレゼンテーションには説得力が必要
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　プレゼンテーションの目的には，図 1-2のように大きく分けて 3つの種類がある。

　聞き手の側に立って考えてみよう。時間を割いてプレゼンテーションに参加してい
るのだから，聞き手は何らかの期待をもっているはずだ。図 1-3に聞き手の期待の
例をあげた。

　聞き手の期待のことを，聞き手のニーズと呼ぶことがある。ニーズに合わないプレ
ゼンテーションは，聞き手にとって時間の無駄になる。聞き手には，数多くの製品情
報や企画などが提案されている。単に，情報を並べただけでは聞き手のニーズに合っ
たプレゼンテーションとはいえない。聞き手の研究が大切である。

 情報を伝達する報告
　 会議の結果や会社の売上げデータを報告するなどの例がある。この場合，事実を正
確に伝達することが重要である。

 細かい内容を伝えて理解してもらう説明
　 ルールにしたがって仕事をしてもらうために，アルバイトに仕事のしかたを説明し
て理解させるなどの例があげられる。正確に伝えると同時に，アルバイトにルール
を守ってもらう必要がある。 

 計画・企画・新製品などの提案を採用してもらう説得
　聞き手にわかりやすく説明するだけではなく，自分の考えを売り込むために，ほか
と比較して優れていることを強調する必要がある。相手に採用してもらうための，説
得力のある裏付けなども準備しなければならない。一般に，報告，説明，説得の順に
プレゼンテーションの難易度が高くなる。

2 プレゼンテーションの目的

3 聞き手の研究が大切

▼役立つ情報を聞きたい
▼自分の知らないことを理解したい
▼何かを決めるときの手がかりにしたい

難

難
易
度 説明 情報を納得して理解してもらう

報告 情報を伝達する

説得 提案を採用してもらう

図 1-3  聞き手のプレゼンテーションに対する期待

図 1-2  プレゼンテーションの目的
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　報告，説明，説得の 3種類の目的ごとに，どのようなプレゼンテーションがある
のか事例をもとに考えてみよう。

 報告
●調査結果の報告会
　 　インターネットや図書館の書籍，アンケート，インタビューなどの調査をして，
調査結果にまとめて調査報告書を作成する。調査結果をクラス全員に理解しても
らったほうがよい場合，調査報告会を開き，全員にプレゼンテーションを行う。

●業績の報告会
　 　学期末の成績評価のように，会社も定期的に業績を報告する。商品がどれだけ売
れたか，どこで最も売れたのかといった実績を報告する。必要に応じて対策を立て
なければならない。数字を使うことが多いので，全体の傾向を報告するためにグラ
フを使うことが多い。

 説明
●学校説明会
　 　学校説明会を経験した人も多いだろう。入学希望者を前にして，学校の特徴，学
習内容，取得できる資格，学生生活の紹介，卒業生の進路など，聞き手の興味に合
わせた説明を行う。言葉だけで説明することは難しいので，写真や図，グラフなど
を用いて説明するとわかりやすい。

●新製品の発表会
　 　新製品の発表会は非常に重要なプレゼンテーションである。自動車の新車発表会
を例に考えてみよう。販売店の幹部，雑誌記者，新聞記者など，数多くの人を集め
てプレゼンテーションを行う。製品の特徴をうまく理解してもらうことによって，
新製品の売上げを大きく伸ばすことができる。

 説得
●学園祭や文化祭イベントの提案
　 　学園祭実行委員会が，学園祭の企画を立てて全学生を対象に提案を行うことがあ
る。なるべく多くの学生に，企画内容を理解してもらい，企画に協力してもらわな
ければ企画を実現できない。聞き手に提案を理解してもらうだけではなく，その企
画に賛成し，協力的な行動を引き出すことを目的にしている。

●面接試験での売り込み
　 　営業の人はお客様に商品を買ってもらおうと説得する。同じように，面接は自分
を売り込む機会である。推薦入学試験や入社試験の面接試験を思い浮かべてみると
よい。面接は，自分の能力ややりたいことを相手に納得してもらうように説得する
プレゼンテーションである。

プレゼンテーションの実際2
1 目的から見たプレゼンテーションの実際
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　表 1-1のように聞き手の人数や形式で，プレゼンテーションの特徴が異なる。

　聞き手の数はプレゼンテーションに大きな影響を与える。聞き手の数が大きくなる
にしたがって，聞き手の反応をつかむのが難しくなるからである。人数が多くなると，
話し手と聞き手の距離も大きくなるので，工夫が必要になる。

2 規模から見たプレゼンテーションの実際

 面談形式
　1対 1，あるいは 1対 2～ 3人での面談形式のプレゼンテーショ
ン。商品の売り込み，就職の面接など，面談場面でプレゼンテー
ションする機会も多い。この場合，特に機器は使わない。相手の反
応が直接伝わるので，ベテランの話し手は相手に合わせて柔軟に情
報提供し，説得することができる。

 会議形式
　5～ 10人程度のメンバーが参加する会議。話し手は聞き手の反
応をつかまえやすく，聞き手との双方向のコミュニケーションを取
りやすい。聞き手からの質問も出やすく，突っ込んだプレゼンテー
ションが可能である。
　限られた決定権者が参加する企画提案，議論しながら問題点を突
き止める会議など，さまざまな目的のプレゼンテーションがある。

 講義形式
　クラスでの発表をイメージしてもらいたい。説明会は数多く聞き
手を集めて行われるので，講義形式あるいは講演形式のプレゼン
テーションが多い。話し手がある程度聞き手を把握できる人数であ
る。最後列の聞き手に対して話す気持ちになってプレゼンテーショ
ンするとよい。

 講演形式
　大会場で講演を行う形式なので，相手と距離ができる。スクリー
ンを使ってプレゼンテーションを行う場合，天井が高くないと大き
な画像を映写できない。会場，使用できる機器など制約が大きいの
で聞き手を引き付けるために，十分な準備と工夫が必要である。

聞き手の人数 形式 プレゼンテーションの特徴

1～ 3人程度 面談 話し手は聞き手の反応に強く影響を受ける

5～ 10人程度 会議 相手と双方向のコミュニケーションをしやすい

30～ 50人程度 講義 聞き手との距離が大きく，最後列まで配慮する必要がある

100人以上 講演 聞き手の反応をとらえにくく，一方的になりやすい

表 1-1  プレゼンテーションの種類
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　プレゼンテーションはコミュニケーションの一種である。コミュニケーションであ
る以上，双方向性を忘れてはならない。

　プレゼンテーションの聞き手が不満をもつのはどのようなときだろうか。

 内容を絞り込むこと
　話し手は，できるだけ多くの情報を提供しようとして数多くの資料を配り，一方的
に説明することが多い。これでは，話し手の伝えたいメッセージが聞き手に伝わらな
い。何を伝えたいかを絞り込むことが大切である。

 聞き手を参加させる
　プレゼンテーションの主役は聞き手である。一方的に話を聞かされるだけでは，
10分もすれば退屈してしまう。質問を投げかけるなど，聞き手に参加してもらう工
夫が必要である。

　言語によるコミュニケーションでは，話し手は自分のイメージのごく一部だけしか
表現できない。聞き手は，話し手の言葉を聞いて，自分なりに解釈してイメージをつ
くっていく。言葉だけのコミュニケーションでは，話し手のイメージを正確に聞き手
に伝えることは難しい。
　話し手は，自分の伝えたいことが聞き手に正確に伝わったかどうか，聞き手の反応
を確かめ，聞き手の質問を受けることによって確認することができる。コミュニケー
ションは一方通行では誤解を生みやすいので，双方向のコミュニケーションに心がけ
る必要がある。

聞き手の立場に立つ3
1 プレゼンテーションは双方向のコミュニケーションで

2 聞き手の不満

　双方向コミュニ
ケーション
Interactive

Communication

コミュニケーション
は話し手から一方的
に伝達するのではな
く，聞き手とともに
つくるものである。
プレゼンテーション
でも，聞き手の参加
は重要な要素である。

▼資料を追っていくだけで精一杯，何が大切かわからない
▼何が言いたいのかわからない
▼一方的に話を聞かされるだけである
▼盛り上がりに欠け，単調で退屈である

図 1-5  聞き手が感じるプレゼンテーションへの不満

図 1-4  コミュニケーションは双方向で

話し手はイメージ
の一部しか言葉に
できない

聞き手の反応（表情，うなずき，応答，質問）によって理解を確認

聞き手はコミュニ
ケーションから勝
手にイメージをつ
くる
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　図 1-6のように，話し手も多くの悩みをかかえている。話し手は限られた条件の
もとで準備し，プレゼンテーションしなければならないからである。

　プレゼンテーション内容を絞り込む場合，何を基準に取捨選択すればよいだろうか。

　プレゼンテーションを終了後，こうなってほしい状態をプレゼンテーションの目的
という。目的がはっきりしていると，必要な内容かどうかを絞り込むことができる。目
的は，話し手の伝えたいことと，聞き手の聞きたいことの両面から決めておくとよい。
●聞き手の聞きたいこと（聞き手のニーズ）
　　聞き手がどのようなことに関心をもっているのか，あらかじめ調べておく。
●話し手の伝えたいこと（話し手のニーズ）
　 　プレゼンテーションで，ここだけはわかってほしい，このことだけは伝えたい，
ということをあらかじめ決めておくとよい。

　就職の会社説明会の場合，聞き手は働きやすい会社かどうか，会社が今後成長する
かどうかなどを聞きたいと思っている。話し手は会社のよい点を知ってもらって，優
秀な人に興味をもってもらいたいと考えている。プレゼンテーションに際して，両者
の立場に立って準備することを心がけるとよい。

　最も大きな悩みは，聞き手に関する情報が不足していることである。プレゼンテー
ションの主役は，あくまでも聞き手なのだが，聞き手の求めていることを理解しない
でプレゼンテーションの準備をしてしまうことが多い。図 1-7のように 2つの面か
ら聞き手を確認しておくとよい。

3 話し手の悩み

4 目的の確認

図 1-8  目的の確認

プレゼンテーションの明確な目的

話し手の伝えたいこと

聞き手の聞きたいこと

▼聞き手が何を求めているかわからない
▼聞き手が話を聞いて理解しているかどうかわからない
▼資料の準備の時間が取れない
▼資料の効果的なつくり方がわからない

1）　聞き手のプロフィール：年齢，性別，職業，価値観
2）　聞き手のニーズ：聞き手の聞きたいことは何か

図 1-6  話し手がかかえるプレゼンテーションへの悩み

図 1-7  聞き手の確認
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　注意力
人間の思考力は 1

分間に 780語程度，
話す速さは 1分間に
120 から 180 語程
度である。聞き手は
5～ 6倍のスピード
で耳から入る情報を
処理している。その
ため，注意力が散漫
になりやすい（日本
ディジタルイクイッ
プメント『Effective 

Presentations』）。

　右脳と左脳の機
能
1970 年 代 初 め，
ノーベル賞（生理・
医学）を受賞したア
メリカのロジャー・
スペリー博士が提唱
した（マイケル・Ｊ・
ゲルブ著『マインド・
マップで学ぶプレゼ
ンテーション術』）。

　テレビ番組は約 12～ 13分に 1回，コ
マーシャルが入る。最近の映画は，1つの
シーンを短めにして観客の注意を集中させ
るように工夫している。プレゼンテーショ
ンの場合，与えられた時間を，どのように
使えばよいのだろうか。
　図 1-9が示すように，プレゼンテーショ
ンが始まって 10分程度で，わたしたちの
注意力は急激に落ちてくる。その後，終盤
になって注意力が高まってくる。このこと

　人間の脳は，右脳と左脳で働きが違う。左脳は読み，書き，計算，右脳は楽器の演
奏，絵画の制作などに使われている。理解のしかたに次のような違いがある。

　図 1-11は人間の五感の印象度を示
している。外から受ける情報のうち，
視覚からの情報は，五感の中で最も印
象に残りやすい刺激である。
　パワーポイントの視覚資料，話し手
の態度・表情・ジェスチャーなどを工
夫することによって聞き手の注目を集
め，印象に残るプレゼンテーションが
できる。

5 プレゼンテーションの時間

6 視覚化の効果

から次の点に配慮してプレゼンテーションを計画する必要がある。

プレゼンテーション時間が予定の時間より短くても，長すぎても聞き手は不満をもつ。
　・短いとき：準備不足という印象をもつ。
　・長すぎるとき：要領が悪いという印象をもつ。
時間通りに終わるように，十分にリハーサルしよう。

1）　初めに重要なことを伝える
2）　最後に伝えたい内容を繰り返す
3）　注意力が落ちる時間帯に，聞き手の注意を引き付ける工夫をする
4）　与えられたプレゼンテーション時間を有効に使う

図1-10  プレゼンテーションの進め方

図1-11  五感の印象度

図 1-9  注意力のカーブ

アントニー・ジェイ『効果的なプレゼンテーション』

注
意
力

時間の経過（分）
0 10 20 30 40 50

TBS出版会より作図

富士写真『OHPによるビジュアルコミュニケーション』より作図

視覚：83％

嗅覚：3.5％

味覚：1.5％

触覚：1％
聴覚：11％

左　脳 右　脳

筋道を立てて，部分を詳しく理解 視覚的に，全体をイメージで理解

言語で理解 図解やグラフで理解
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　図 1-12のように，視覚と言葉を組み合わせると印象が強く伝わり，長く印象が残
る。

　聞き手の立場に立ったプレゼンテーションのポイントを図 1-13にまとめておこう。

①聞き手が主役であることをつねに意識し，聞き手をよく分析しなければならない。
②双方向のコミュニケーションに配慮する。プレゼンテーションとは聞き手と話し
手が協力してつくり上げるものである。

③メッセージを明確にすることである。自分が何を伝えたいのか，明確にしておか
なければならない。

④視覚に訴えるビジュアルな資料によって強い印象を与えることができる。
⑤好感をもってもらうためには，態度，表情，ジェスチャーも大切な要素である。
⑥わかりやすい伝え方にするためには，話の筋を整理することである。この点は次
章以降で学習する。

⑦説得力をつける。裏付けになる情報などで，プレゼンテーションを補強すること
も心がけねばならない。

　単にきれいな視覚資料を見せるだけではプレゼンテーションの目的を達成すること
はできない。視覚資料と口頭での説明をうまく組み合わせることができるように，十
分なリハーサルが大切である。

7 視覚と言葉の組み合わせ

8 プレゼンテーションのポイント

▼聞き手が主役
▼コミュニケーションの 1つ
▼メッセージを明確に
▼視覚に訴える
▼好感をもって聞いてもらう
▼わかりやすい伝え方
▼説得力があること

聞き手の立場に立って準備する
双方向性のコミュニケーションを心がける
話したいことを絞り込む
ビジュアルを使った資料を作る
態度，表情，ジェスチャーなども大切である
話の筋を整理する
裏付けになる情報を準備する

図1-13  プレゼンテーションのポイント

図1-12  記憶の保持率

【口頭表現】
　言葉の説明で伝達した場合
【映像表現】
　画像だけ見せた場合
【口頭＋映像表現】
　映像を見せながら言葉で説明した場合

3つのケースで，3時間後の記憶はあまり変
わらなかったが，3日後の記憶は口頭＋映像
表現が 65％と高い率で記憶を保持していた。

3時間後 3日後

口頭表現
70% 10%

映像表現
72 20

口頭＋映像表現
85 65
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 アメリカでプレゼンテーションが必要とされた理由
　多民族国家のアメリカでは，相手に自分の考えを伝えるのが難しいので意思を伝達
するためのコミュニケーションに関する研究が盛んに行われてきた。意思を伝達する

ときにどうすれば理解が進むのか，どうすれば自己アピールできるかに，
多くの人が関心をもっている。
　自分の意見を相手に伝えて議論することができなければ，存在価値
を認められない社会だといってもよい。プレゼンテーションが重視され，
効果的にプレゼンテーションするための方法を身につけるための学習が
進んだ背景はここにある。

 日本でもプレゼンテーションが重視されてきた理由
　日本人は，共通の文化的な背景をもっていて，膨大な情報を共有して
きた。その結果，言葉で表さなくても，相手の表情や態度から意図をく
みとって理解することが可能であった。
　社会が急激に変化して互いのもっている情報も大きく異なってきた現
在，自分をアピールし，言葉で意思表示することが重視されるように
なった。思っているだけ，知っているだけでは評価されず，自分の知識

やアイデアを形に示すことが求められてきたのである。企画や提案を行う人だけでは
なく，あらゆる人にプレゼンテーション能力が必要になっている。

 新しいアイデアを提案する機会が増えてきた
　自分をアピールするためだけではなく，新しい仕事をつくり出してい
くためにも，プレゼンテーション能力が鍵になる。異なる分野の人と一
緒に意見をぶつけ合って新しいアイデアをつくり出していくときには，
自分の考えを効果的にプレゼンテーションできなければならない。新し
いアイデアを周りに理解してもらうためには，まわりに新しいアイデア
をプレゼンテーションして，理解し，採用してもらわなければならない。

 個人にとっても必要な能力
　自分が何をやりたいのか，問題に対してどのような意見をもっている
のか，個人の意見を求められる機会も増えている。マニュアル通りのこ
とをやっていればよいという時代ではなくなってきた。自分の考えを
もち，まわりにそれを受け入れてもらい，チームで成果を上げる能力が
必要とされている。その基礎になるのがプレゼンテーション能力である。
自分の考えを深め，それを他人にわかるように提示できる能力が高く評
価されるようになってきた。

プレゼンテーション能力の活用4
1 プレゼンテーション能力の必要性
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 形式ではなく伝えたい何かをもつ
　本書でプレゼンテーションを学習する場合，心がけてほしいことがある。
　プレゼンテーションのテクニックを身につければ，すばらしいプレゼンテーション
ができると誤解しがちである。プレゼンテーションの効果は，「伝えたい内容の価値」
と「伝え方」の組み合わせで決まる。たとえ伝え方がうまくなくても，人の心を打つ話
があるように，伝える内容の重要性を忘れてはならない。
　表面的なテクニックではなく，プレゼンテーションの準備を通じて，伝えたい内容
を明確にしてほしい。伝えたい内容が明確になることで，熱意も生まれ，ストーリー
もうまくつくることができ，パソコンで作成する視覚資料も効果的なものができる。

 プレゼンテーション学習のステップ
　プレゼンテーションの学習は次のステップで進めよう。
1  構成づくり　　ストーリーによってプレゼンテーショ
ンの骨子ができる。

2  パソコンの視覚資料の作成　　構成ができたら，それ
を説明するための補助資料を作成する。

3  リハーサルによる伝え方の工夫　　視覚資料を使って
プレゼンテーションを工夫し，本番に臨む。

　プレゼンテーションは，視覚資料と口頭での表現の組み
合わせによってできている。その組み合わせがうまくいかないと，聞き手の心に残る
プレゼンテーションにならない。パソコンで作成した PowerPointの資料を読み上げ
るだけでは効果的なプレゼンテーションとはいえない。
　視覚資料を道具として使いこなすまでに，リハーサルを積むことが本番のプレゼン
テーションでの成功の鍵である。

 自分の伝えたいことを明確にすることは考える力を養う
　プレゼンテーションの学習では，自分の伝えたいメッセージを明確にすることが重
視される。頭の中で考えているだけでは，自分の考えは明確にならない。プレゼン
テーションの準備のために段階を追って構成をつくっていくことで，自分の考えがま
とまってくるものである。プレゼンテーションの学習は自分の考えを明確にするため
の考える力を養うことに通じる。

 短い時間で最も効果的な成果を目ざす
　効率がよいとは，限られた時間の中で最大限の効果を上げることをいう。プレゼン
テーションの準備を効率的に行うためには，全体のイメージをつかみ，大まかな構成
をつくってから，個々の項目をつくっていくとよい。個々の細かい資料づくりに時間
がかかってしまい，期限までに完成できないようでは効率的とはいえない。つくり込
みにも優先順位をつけて，優先度の高いものから準備する。

2 プレゼンテーションの学習

図1-14  学習のステップ

構成づくり

視覚資料づくり

伝え方の工夫
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プレゼンテーションの構成
30H  Academ i c ▷プレゼンテーション＋Powe r Po i n t 2007/2010

プレゼンテーションの準備1
1 プレゼンテーションの準備の流れ

　プレゼンテーション準備の流れは，大きくプレゼンテーションの内容を決めるス
テップと，視覚資料を作成するステップ，リハーサルのステップに分かれる。

　プレゼンテーションの構成と説得力を高めるための情報収集のしかたを理解する。
全体の流れを踏まえて，個別の内容を理解してもらえるように構成づくりを行う。

プレゼンテーション
内容の確認

構成案づくり

構成の完成

情報収集

視覚資料の作成

リハーサル

プレゼンテーション
実施

【確認シート】ストーリーづくりに必要な項目の確認
確認する項目
①目的の確認　　②聞き手の確認　　③構成のポイント
④時間　　⑤環境　　⑥手段　　⑦その他

【構成案シート】骨格づくり
構成づくりのステップ
①アイデアを出す　　②本題（本論）をつくる：3つの論点に絞る，配列を考える
③まとめ（結論）・はじめに（序論）・タイトルをつくる

【構成シート（完成版）】流れの確認と完成
①本題（本論）：3つの論点の順序を確認する
　　　　　　　論点をフレーズ化する
　　　　　　　論点の展開部を箇条書きでまとめる
　　　　　　　実例やデータなどを確認する
②まとめ（結論）：筋道が通っているか
③はじめに（序論）：本論にスムーズに入っていけるか
④タイトル：全体の流れにふさわしく，インパクトがあるか

【情報シート】説得力を高める
情報収集のポイント
①一次資料：自分で調査したデータ
　　　　　　アンケート，インタビュー，観察，実験など
②二次資料：公表されたデータ
　　　　　　情報源：図書，文献，新聞記事，雑誌記事，公的統計
　　　　　　調べ方：図書館，データベース，インターネット

構成シートにしたがって，パソコンで視覚資料を作成

役割分担，会場設営，リハーサル，改善

実施と振り返り

図 2-1  プレゼンテーション準備の流れ
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2 事例で学習するプレゼンテーションの構成づくり
　構成づくりを具体的に学ぶために，事例を活用して構成づくりを理解しよう。事例
は，「市ヶ谷学園大学」の大学紹介を作成するものである。事例を自分の所属する大学
に置き替えて作成することを勧める。主人公は大学 2年生Ａさんである。

　Aさんは，大学の入試センターから，8月の夏休みにオープンキャンパスのイベントで高校生向け
のプレゼンテーションをしてほしいという依頼を受けた。大学からの公式の情報だけでは十分に大学
のよさや学生生活の実態を高校生に伝えることが難しい。入試センターとしては学生の目から見た大
学の特色をプレゼンテーションすることによって，実感のこもった情報提供を行いたいと考えている。
　プレゼンテーションの発表時間は 15分間（質疑応答 5分間），大学の教室で実施する。PCのプレ
ゼンテーションソフトを使う。高校生が持ち帰って確認できるように印刷資料も配布する。
　在学生ならではのプレゼンテーションを準備し，実施することが課題である。大学の要望として，
Aさんが所属する経済学部だけではなく，大学全体の特色を伝えること，学習面，学生生活，サーク
ル活動・先輩である卒業生の就職活動などを盛り込むことが条件として提示された。

市ヶ谷学園大学の概要
・文学部，法学部，経済学部，商学部，工学部などからなる総合大学である。
■学習の特色
・基礎学習，専門学習の 2つからできている。基礎学習では大学における学習方法や，社会生活に
必要な基礎学力について学ぶ。専門学習では，自分の専門的な適性に合わせた学習内容を学ぶこと
ができる。それ以外に，教職や博物館の学芸員資格などについて学ぶことができる。
・偏差値はあまり高くないが，就職率が高いことで評判がある。入学後のガイダンスや 1年生のと
きの基礎的な教育が充実している。基礎的な教育の内容として次の科目が準備されている。
　　日本語スキル　　　　レポートの書き方，文章表現
　　プレゼンテーション　プレゼンテーションの構成，発表技術
　　現代社会の知識　　　現代社会，政治，経済に関する基礎知識
　　数理の基礎　　　　　数字の読み取り，数学の基礎
　　情報基礎　　　　　　パソコンやネットワークの活用技能
　　基礎からの英語　　　基礎から再挑戦する英語
　　漢字の知識　　　　　漢字検定 3級レベルの知識

■何かに出会えるキャンパスでの学生生活
・入学すると 3年生が企画してくれた新入生キャンプがあり，そこで 4年間の学習や学生生活につ
いて情報交換できる。そこで仲間ができ，スムーズに大学生活に入っていける。
・同好会やサークル活動が盛んで，活動を通じて何でも語り合える友人を得ることができる。
・体育会系の部活では，ビーチバレーやフットサルなど，新しいスポーツに力を入れている。
・キャンパスに来ると，誰かと出会え，ストリートライブをやっている人がいるなど，居心地のよい
キャンパスである。

事例：市ヶ谷学園大学のオープンキャンパス・プレゼンテーション


