３章

学習スキル編

TFU リエゾンゼミ・ナビ 『学びとの出会い』

１０．プレゼンテーションをやってみよう
１

プレゼンテーションとは

プレゼンテーション（以下では簡単のためプレゼンと表記することに
します）とは，本来は口頭と資料に基づく「提案」を指していましたが
注１）

，現在では「報告」や「発表」なども含め，
“効果的なコミュニケー

ション技術を発揮する機会”と捉えることができます。何れの場合にあ
っても共通するのは，

注１） 広告業界で，企画
を考えてクライアントに
提案，説得して契約にこぎ
つけるための活動がプレ
ゼンテーションと呼ばれ
ていました。

① 一定の目的・目標をもって行う
② 聞き手がいる
③ 提示することで聞き手に印象づけ，意思・情動を引き出す
ということです。このため，示す内容を聞き手に的確にアピールし，説
得するには，効果をもたらす技術を発揮することが求められます。
一般的なプレゼン手段としては，かつては下記のものがよく利用され
てきました。

注２） 講義や講演会など
で配布されるプリントま
たはレジュメ等は総称し
てハンドアウトと呼ばれ
ます。また，レジュメのタ
イプは，抄録レジュメとア
ウトラインレジュメに大
別され，前者は簡潔な文章
表現にしたものであり，後
者は箇条書きをベースと
したものです。

ⅰ）現物，模型
ⅱ）配付資料（レジュメ，ハンドアウト注２））
ⅲ）フリップ，ポスター
ⅳ）ＯＨＰ注３），スライド注３），ビデオ
ⅴ）黒板，ホワイトボード
これらの手段を駆使することで，聞き手に効果的な働きかけができるよ
う工夫を凝らしたプレゼンが行われてきました。しかし現在では，これ
らの手段の多くを兹ね備えたパソコン用プレゼンツールの利用が一般
的なものとなりました。
Microsoft 社の PowerPoint，Apple 社の Keynote，
OpenOffice.Org の Impress などがこれにあたります。
しかし，プレゼン＝プレゼンツール作成ではありません。効果的なプ
レゼンには，シナリオ構成とスライド作成，ハンドアウト作成，入念な
リハーサルなどの準備と，プレゼン時の話し方や立ち居振る舞いまでも
大切な要素として含まれます。
そこで，以下では，プレゼンツールの利用を念頭に置いた“話すプレ
ゼン”を意識した上で，そのために必要と考えられる留意事頄を，段階
ごとに解説を進めてゆくことにします。なお，“書くプレゼン”につい
ては，第３章第９節でしっかり学ぶようにしてください。
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注 3) Over Head Projector
は，透明なＡ4 版フィルム
に活字や図表を印刷し，光
を透過させてスクリーン
に映し出す装置です。スラ
イドは，活字原稿や図表を
マイクロフィルムにおさ
め，スクリーンに紙芝居と
同じように 1 枚ずつ映し出
す装置です。パソコンが普
及する以前，学会や研究
会，教育現場でよく利用さ
れていました。

２

プレゼンの準備（１）

〔１〕プレゼンの目的・目標を考える
準備としてまず考えなければならないのは，目的や目標となります。 注４） プレゼンを聞いて
プレゼンと一口に言っても目指すところは多様であり，これに応じて内
容や話の展開が変わりうるからです注４）。
・ 紹介，説明，報告するだけなのか？
・ 問題提起まで含めるのか？
・ 提案まで行うのか？
・ 聞き手を納得させ，具体的なアクションを引き出すのか？
例えば，ゼミなどでプレゼンが課せられる場合，その多くはテーマが与

も，「何をしようというプ
レゼンなんだろう？」と最
後までよく判らない場合
もしばしばあります。これ
は話し手が，目的・目標を
明確にしないまま，詳細な
内容作りに没頭し，自己満
足のプレゼンに陥った結
果と考えられます。このよ
うな愚は，話し手の評価を
一段と貶めるものなので，
気を付けたいところです。

えられるでしょう。このため，テーマを咀嚼すれば，自ずと目的や目標
は定められるはずです。これに対して，自主的にプレゼンしなければな
らない場合，上記頄目のどこまでをカバーする必要があるのか考える必
要があります。
このように，限られたグループ内でのプレゼンと，別な集団や組織に
対してのプレゼンとでは，目的や目標が異なることがしばしばあり，行
おうとするプレゼンの性格付けを初めに明確にしておく必要があるの
です。

〔２〕聞き手が誰なのか分析する
尐し大げさなタイトルですが，聴衆によってはプレゼンの狙い所とそ
のための内容作りに大きな差が生まれます。例えば，「報告」するため
のプレゼンと言っても，同じ知識や情報を共有する聞き手と，そうでな
い聞き手とでは内容の範囲が変わります注５）。同じ研究テーマを持った

注５） 前者が聞き手の場
合，専門的な用語や前提と
なる情報などを，ごく当た
り前のように使用するこ
とができますが，後者が聞
き手の場合には丁寧な説
明が必要となります。

ゼミ内プレゼンと，一人一人異なったテーマを持ったゼミ内プレゼンと
では，内容で配慮すべき事頄が異なるのです。
また，一般的なプレゼンで「提案」する場合でも，決裁権のない社員
などに対して行う時と，決裁権のある管理者などに対して行う時とでは，
同じ「提案」をするにしても，内容の踏み込み具合を変える必要があり
ます注６）。
従って，聴衆のタイプをよく把握しておくことが，より適切な目的・
目標の設定を行う上で不可欠だと言えるでしょう。
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注６） 取りあえず関心を
持ってもらい検討しても
らうレベルとするのか，一
気にケリを付けるレベル
とするのかで，内容の幅と
深みが大きく変わります。

３

プレゼンの準備（２）

〔１〕プレゼンの内容と組み立てを考える
プレゼン内容の組み立て方は，レポートなどの書き方で説明されたも
のとほぼ同じと考えてください。
・ 序論
・ 本論
・ 結論
序論に相当するものとしては，プレゼンの趣旨や概要などを簡潔に話
すこととなります。このため，最初に序論をウンウン唸って考えるので
はなく，本論と結論が定まってから考えるのが得策でしょう（下図）。
本論

結論

序論

内容の考える項序例

また，与えられた時間に制約のあるのが通例なので，序論としてプレゼ
ンの構成（柱）まで言及できる場合とそうでない場合があります。例え
ば，5 分や 10 分程度の短い時間であればプレゼンの構成まで言及する
余裕はないと考えられます。しかし，20 分とか 30 分の場合には，「目
次」を示しながらプレゼンの構成を簡単に示す方が，聞き手は安心して
話に集中できるでしょう。
本論では，話す内容の柱を幾つかに絞り，それらを話す項序だてを考
えます。このとき，構成方法には典型パターンがあります。
① 並列項
② 軽重項
③ 時間項
④ 空間項
⑤ 演繹項
⑥ 帰納項
⑦ 因果関係項
⑧ 問題解決項
何だか難しそうに見えますか？でも，これらはあくまでもモデルケース
であって，どれがよいと言うものではなく，プレゼンの目的や目標に応
じて，より効果的であろうと考えられる提示構成例として覚えれば参考
になるでしょう。
「並列項」は，トピックの重要度とは関係なく，話し手がアットラン
ダムな項序で展開するパターンです。どちらかと言えば，聞き手に素材
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を提供し，
「あとは聞き手が考えるのに任せたい」
，というような場合に
有効な展開方法だと言えます。（ちなみに①～⑧の展開項序は「並列項
序型」です。）
「軽重項」は，論理的に見て重要なものから項番に展開したり，逆に，
そうでないものから項番に展開したりする構成です。初めにインパクト
を与えたい場合には前者のスタイル，時間を掛けながら核心に迫りたい
のであれば後者のスタイル，ということになるでしょう。似たような構
成としては，易しいものから難しいものへ（あるいはその逆），簡単な
ものから複雑なものへ（あるいはその逆）なども考えられます。
「時間項」とは，文字通り，過去→現在→未来などのように，時系列
に沿った項序で内容を展開するパターンで比較的よく用いられる方法
です。このなかで，“問題”や“課題”を抽出し，問題解決を反映した
提案のために利用することも考えられます。
「空間項」とは，例えば我が国の現状に触れたあと，東北地方の実態
を紹介し，仙台市の状況を確認するなど，
“ズームイン”するケースや，
逆に，身の回りから話し始め，エリアを拡大しながら問題提起を試みる
“ズームアウト”のタイプなども考えられます。日本から始め，アジア，
中近東，ヨーロッパへと眼を転じさせる場合も，「空間項序型」と言え
ます。
「演繹項」は，一般的な定義や原理・原則を示した後，具体的な事例
を取り上げ，結論を引き出す論理展開の手法です。言うならば，三段論

注７） 「ＡならばＢであ
る」と「ＢならばＣである」
という命題に基づき，「Ａ
ならばＣである」とする論
理を三段論法と言います。
例えば，
「65 歳以上の人口
が 21%以上であれば，その
国家は超高齢国家であ
る」
，
「日本の人口推計では
2007 年に人口の 21.5％が
65 歳以上となった」
，故に
「日本は 2007 年に超高齢
国家となった」
。

法注７）の類となる構成パターンですが，無理なこじつけや飛躍した論理
とならないよう注意しなければなりません注８）。
「帰納項」は，様々なトピックを項に展開しながら，それらから導き
出される一般的な法則なり結果なりを提示するという展開パターンで
す。このパターンは比較的考えやすい構成ですが，肝心な結論を後回し
にする必要があることに留意しておかなければなりません。またトピッ
クとして取り上げる事例などは，一般化するに足る数なのか，一般的・
客観的で妥当性があると言えるものなのか，十分吟味する必要もありま
す。
「因果関係項」は，条件あるいは原因を項に提示した後，推測しうる
結果を示すという基本パターンと，結果あるいは問題を項序立てて分析
し，これらをもたらした原因を提示するというパターンが考えられます。
これもまた比較的よく利用される展開方法です。
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注８） 「Ａ子は美人であ
る」
「美人は短命である」
，
故に「Ａ子は短命である」
。
これは受け入れられる論
理とは到底言えないです
ね。

「問題解決項」は，概ね下図のような展開方法となるでしょう。

問
題
提
起

問
題
分
析

解
決
法
の
提
示

代
替
案
の
検
討

最
適
な
解
決
法

必要があれば

以上のように，本論の内容構成には典型的なパターンがありますが，
プレゼン時間の長さによっては，これらのパターンを幾つか組み合わせ
るなどの応用も考えられます。いずれにしても，「どのように展開すれ

どういう構成
だと効果的だ
ろう？

ば効果的か」を念頭に置いて考えると良いでしょう。また，話す内容の
柱とその展開を決めた後は，それぞれの柱ごとに話すべき要点や頄目を
決めることで，プレゼンするシナリオがおおよそ定まるでしょう。
結論については，言うまでもなく，簡潔に根拠をまとめた上で，「だ
から何なのか」，言いたいことを最後に提示するようにします。特に，
インパクトのある余韻を残すためには，十分な配慮と効果的な工夫が本
論以上に求められます。

〔２〕PowerPoint のスライド作成
内容の柱と構成を
考えてから・・・

（１）作成の手順
話す内容の柱と主な頄目，そして展開方法が決まれば，PowerPoint
でスライド作成を手がける段階になります。内容の展開を考えずに，い
きなり考えながらスライドを作成する人がよくいますが，それでは“効
果的なプレゼン”の狙いを損ないかねません。一旦スライドにテキスト
や図表を置いてしまうと，そのまま使いたくなってしまうし，何度もや
り直しをすれば時間も無駄になります。ですから，ラフなメモでも良い
ので内容構成を書き留めておき，それに基づいてスライド作成に入るこ
とをお奨めします。作成する際には，下記の手項で進めましょう。
スライドの作成（タイトル，序論，本
論，結論，参考文献等）
画面の切り替え効果やアニメーション
効果の設定注９）
スライドショーで確認
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注９） スライドコンテン
ツ全体を入力してから効
果をつけるようにしまし
ょう。作成しながらだと，
前に使った効果の種類を
忘れたり，ストーリー展開
にマッチしなくなる怖れ
があるからです。シナリオ
に応じた効果の流れも，
「見せる資料」の重要なフ
ァクターなのです。

もちろん，一通り作成して終わり，ということではなく，３つのステッ
プのどこででもスライドに修正や微調整を加える必要があります。

（２）スライド作成時の留意事項
作成するスライドの分量の目安は・・・1 分 1 枚～１．５枚程度
10 分で 15 枚だとかなり慌ただしくなりますが，パッパッと図表を連
続して提示する場合にはスライド枚数は多めになります。しかし，1 枚
1 枚丁寧に話すのであれば尐なめにしなければなりません。話す内容に
応じ，枚数を加減する必要があるのです。
また，スライドを作成する前に，利用するデザインを決めておくの
が肝要です。スライドを作成している途中でデザインを変更すると，見
栄えの良いレイアウトや配色などがおかしくなることがしばしばある
からです。
さて，以下では，（詳細すぎるかもしれませんが）スライドに反映さ
せるコンテンツのタイプ毎にチェックポイントを示しておきましょう。

［ＴＥＸＴ部］
□ スライドタイトルは目立つか？

（36 ポイント以上）

□ ＴＥＸＴは簡潔な表現か注 10）？

（箇条書きが基本）

□ ＴＥＸＴは読みやすいか注 11）？

（24 ポイント以上）

□ フォントは太く読みやすいか？

（ゴシックがベスト）

□ フォント色と背景色のコントラストは良いか注 12）？

具体例で比較してみると参考になると思います。
（悪い例）

（良い例）

第１章 コンピュータの５大機能
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一つ目の基本機能として、「入力」が挙げられる。これは、コンピュータに
対して、必要な「情報」を生成するため、各種のデータもしくはプログラム
などを与えることを意味する。



二つ目は「記憶」であり、これは、処理の対象となる各種のデータや、そ
れを加工するために必要となるソフトウェアなどをコンピュータに格納して
おく必要がある。



三つ目は、「演算」である。丁度、人間が頭を使って様々な処理を実際に
行う事に相当しており、例えば計算だったり、判断だったり、比較だったり、
業務上必要とされる細かな作業を実際に行うことに相当しており、もっと
もコンピュータらしい中核機能の一つである。



四つ目は「制御」で、ほかの様々な機能を統率する機能に他ならない。そ
れぞれの機能には、出番というものがあり、タイミングなどを見ながら逐
一指令を出さなければ、データなどを与えてから最終的な結果を得るま
での整然とした動きをコンピュータは取ることはできないのである。



最後の五つ目は、「出力」である。画面に表示したり、プリンタで印字した
理など、最終的な結果を得るために必要とされる機能である。

2011/8/30
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入力機能 → 各種データｏｒプログラム等の投入



記憶機能 → 入力データやソフトウェアの保管



演算機能 → 計算、判断、比較などを実行



制御機能 → 他の機能を統括、交通整理



出力機能 → ディスプレイやプリンタなどで表示
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タイトル 24Pt，TEXT 20Pt

タイトル 48Pt，TEXT 28Pt

文章化表現，字数 470

箇条書き，字数 106
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注 10) 人間工学的には，
一つの画面に表示されて
いる文字を全部読む気に
なる上限は 200 文字と言
われています。このため，
要点化した簡潔なテキス
トを提示する必要があり
ます。日頃から“体言止め”
の表現を心がけると良い
でしょう。
注 11) 最悪なのは，小さ
なポイント数で文章化し
たテキストです。スクリー
ンに映し出されると，聞き
手はゲンナリして読もう
とせず，プレゼンそのもの
が台無しになります。
注 12) フォント色と背景
色は反対色を使うように
します。例えば白い背景に
黄色の文字や，青い背景に
緑の文字だと見にくくて
苦痛になります。背景が白
いならばフォントは黒や
青，背景が青ならばフォン
トは白や黄色など。また，
多色は，スライド全体がウ
ルサイ感じとなりますの
で，禁物です。せいぜい使
っても３～4 色にとどめま
しょう。
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コントラストが悪い

コントラストがよい

要するに，プレゼン資料として“見せる”ものである以上，簡潔で読み
やすいものとなっているか，“聞き手の目線で仕上げる”ように心がけ
る必要があるということです。
“箇条書きが基本”なのは，スライドはあくまでもプレゼンの補助資
料であり，話す内容を示すシナリオに他ならないからです。学会や研究
会，あるいは講義などでも“文章化”したスライドを見せられることが
あり，さらにご丁寧にもそれを読み上げている人がいますが，これでは
自らにプレゼン能力がないことを進んで証明していることになります。
そのような場面に遭遇したときは，生きた反面教師とし，やってはいけ
ないお手本だと考えてください。

［オブジェクト部］
□ 描画ツールを利用する場合
・線の種類，太さ，色は適切か注 13）？
・塗りつぶしの色は適切か？
・TEXT を追加した時，フォント色は適切か注 14）？
・レイアウトはバランスが良いか注 15）？
□ 罫線表を利用する場合
・文字列の配置，大きさ，色は適切か？
・線の種類・太さ・色は適切か？
・表全体のレイアウトは見やすいか？
□ グラフを利用する場合
・グラフの種類は適切か注 16）？
・利用している線の種類，太さ，色は適切か？
・グラフを構成する各種要素の体裁は適切か注 17）？
・凡例の位置，大きさ，体裁は適切か？
□ 画像を利用する場合
・見やすい適切な大きさか？
・スライド内のレイアウトは適切か？
□ 複数のオブジェクトを提示する場合
・スライド領域内のレイアウトは見やすいか？
・それぞれ占める面積が，見やすさを基準にしているか？
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13)デフォルトのままだと
見栄えに難点があります。
細かいですが，特に線の太
さ・色に留意しましょう。
14)四角・楕円・六角形な
注 13) デフォルトのまま
どのツールにテキストを
だと線が細かったり色が
追加できますが，このとき
合わなかったりしますの
のテキストの背景は塗り
で，微調整する必要があり
つぶし色となりますので，
ます。
スライドの背景色ではな
く，塗りつぶし色に対して
注 14) 四角形や楕円，六
反対色を活用しましょう。
角形などのツールにテキ
ストを追加した場合，その
15)スライド全体で描画ツ
塗りつぶし色が背景とな
ールを多用する場合には
ります。これに対して文字
全体のバランスを，スライ
色が反対色となるよう留
ド領域の一部で利用する
意します。
ときにはその領域内での
バランスを，それぞれ配慮
注 15) スライド全体を利
するようにします。
用するならば全体のレイ
アウト，スライド内の特定
16)スライド
1 枚にグラフ
領域で利用するならばそ
は１つと心得てください。
の領域内でバランスが取
２つ，３つと提示すると，
れているか，確認しましょ
軸の数値や判例の文字な
う。
どを小さくしなければな
らず，とても見にくくなり
注 16) 値の推移や比較を
ます。また，値の推移や傾
するのなら棒グラフや折
向を強調したければ棒グ
れ線グラフ，割合を強調し
ラフや折れ線グラフ，割合
たり比較したりするのな
に注目したければ帯グラ
ら円グラフや帯グラフな
フや円グラフなど，用途に
ど，趣旨にマッチしたグラ
応じてグラフを使い分け
フの種類を選択します。
るようにしましょう。
注 17) 軸の目盛り幅や補
17)目盛りや補助線が“密”
助線の幅が狭すぎると見
だと見にくいです。また，
にくくなります。また，軸
軸の見出しや数値も大き
の見出しや数値も読めな
いと話になりません。

ここでも具体例で比較して，参考にしてみましょう。

（悪い例注 18））

（良い例）

パソコンの普及台数推移

パソコンの普及台数推移
（単位：万台）

一般家庭へのパソコン
の普及は１９８０年代に
始まったが、本格的普
及は、Ｗｉｎｄｏｗｓの普及
及びインターネットの進
展と歩調が合っていた。
すなわち、Ｗｉｎｄｏｗｓに
よってもたらされた操作
の簡略性と、ＷＷＷ
サービスの重層的な情
報提供がパソコン普及
に拍車をかけたと言える。

2001
年
学校

家庭

2002
年

2003
年

200万
200万 250万
250万 275万
275万
台
台
台
1200
万台

1600
万台

2001年
2001年

18

校

２００

２５０

２７５

家

庭

１，２００

１，６００

１，９００

・Ｉｎｔｅｒｎｅｔの進展

売上額（千万円）

東京
名古屋
大阪

2月

3月

19

2011/8/30

各支店の月別売上高推移

Ｅｘｃｅｌで作成したグ
ラフを貼っただけ！

1月

注 18) さてどこが悪いの
でしょう？よく見比べて
みてください。

普及要因 → ・Ｗｉｎｄｏｗｓの急速な普及

各支店の月別売上高推移
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2003年
2003年

学

1900
万台

2011/8/30

2002年
2002年

4月

100
80
60
40
20
0

東京
名古屋
大阪

1月 2月 3月 4月
売上時期

2011/8/30

22

23

2011/8/30

以上のように，スライドに TEXT 部やオブジェクト部を単独または組
み合わせていきますが，全体的には TEXT だけ，図表だけ，といったよ
うな単調なプレゼン資料とならないよう配慮しましょう注 19）。変化もま

注 19) 時間をかけないで
やっつけた PowerPoint 資
料は単調となりがちで，聞
き手には「手間を掛けてい
ない」ことが露骨に判って
しまいます。

た効果をもたらす要素です。こう表現すると分かり易い，こう表現する
と見やすい，こう工夫すると注目するだろう，といった“聞き手の目線” 注 20) 古い話ですが，ア
を常に意識し，できるだけグラフィカル（図柄やマーキングを活用）に
作成するように心がけましょう。
また，人のプレゼン資料はとても教育的です。感心するスライドを見
たら参考にし，ひどいと感じるスライドを見たら“こうすればよいの
に”と反面教師にします。そうすることで，資料作成スキルは格段に向
上していくはずです。”創意・注意・熱意“が効果的プレゼンの前提と
心得てください注 20）。

（３）効果を設定する際の留意事項
一通りスライド作成を終えたら，画面切り替え効果やアニメーション
効果を各スライドに設定する段となります。このとき，全体を通じ，
「う
るさくない程度」を心がけます。労力を掛けて作成したスライド内容も，
効果の付けすぎ，頻繁なクリックの嵐，では効果半減どころか台無しに
8

メリカ空軍で情報記憶量
の調査をしたところ，言葉
だけで説明したとき，１日
後の記憶量が 20%弱，4 日
後には 10%弱だったのに
対し，図表を見せながら説
明すると，1 日後では 70%
強，4 日後でも 60%強と，
「見せながら説明するこ
との優位性」が示されまし
た。このように見せながら
説明することの意義を考
慮すると，「作ればよい」
というスタンスは，より効
果を高める上では，禁物で
す。19)のようになりがち
のため，間違いなく，プレ
ゼンそのものが失敗しま
す。時間を掛けて工夫する
ことが求められます。

なりかねません。
PowerPoint 資料は，聞き手に話しながら見せて内容理解を促したり，
良い印象をもってもらうためのもので，ストーリー展開が伴います。こ
のため，効果を設定するときは話の展開を踏まえ，違和感のない“演出”
となるよう心がけましょう。スライド単位で見たとき，説明すべき事頄
が複数有るような場合，アニメーション効果は例えば下図のように設定
すると，話す内容に“動的”な印象を与えます。
スライドタイトル
•
•
•
•

ああああああああああああああああ
いいいいいいいいいいいいいいいい
ううううううううううううううううううううう
えええええええええええええええええ
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん
んんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん

ＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ

タイトルにアニメーションはつけません
最初の要点はアニメーションをつける場
合とつけない場合がありますが，つける時
にはワンクリックでブロックが現れるよ
うにします
2 つめ，3 つめの要点はブロックにしてワ
ンクリックで表示させるようにしましょ
う

□クリック回数は極力尐なく，ブロック単位で表示
□ブロック表示は上から下へ，左から右へが原則注 21）
□アニメーションは“控えめ”がベスト注 22）

基本はこのようにして，「表示させたまま」となりますが，工夫によっ
ては，クリックすると要素が重ねて現れるようにする，クリックすると

注 21) スライドを 4 分割
で利用するときには，話の
展開によっては，左上→右
上→左下→右下，左上→左
下→右上→右下などと複
合させます。
注 22) 色々なアニメーシ
ョンを使いたくなります
が，
“華美”
“派手”なもの
は禁物です。話の方に集中
して貰いたいのに，アニメ
ーションそのものに釘付
けになられても困るから
です。

要素毎に拡大表示される，クリックするとブロック単位に色が変わるな
ど，様々な“演出”ができます。
その他に留意したいところは下記の点となるでしょうか。
□話の中核となる図表にはアニメーションを付けない注 23）
□同じスライド内でアニメーション表示するブロックが多くなった場合
には思い切って別スライドを作り見やすくする
□全てのスライドでアニメーションを使うとハッキリ言ってウザイ印象
となるので，使う・使わないの変化も大切に

また，「画面の切り替え効果」についてですが，アニメーション効果
と同様に，話の流れをインパクトあるものとするために準備されていま
す。しかし，やはり多用は禁物で，スライド単位で効果を変えたり，毎
度毎度同じ切り替え効果が続くというのは頂けません。スライド全体が
9

注 23) 話ながらシッカリ
と見て貰うためには表示
したままの方が親切です。

ウザク感じたり単調な印象となるからです。あくまでも話の流れに沿っ
て利用するようにし，例えば“項接”で続くときには切り替え効果を使
わず，“逆接”となる場合や“従って”と結論を言うときなど，ピンポ
イントで使うようにした方が変化があって効果的です。
アニメーション効果にせよ，切り替え効果にせよ，使用目的は“注目
させる”
“印象づける”
“強調する”ことなどにあります。ですから，多
用するのは好ましくなく，話の内容そのものを印象づけたりアピールす
べきなのに，
「PowerPoint を使えるんだぞ!」とアピールするようでは，
プレゼンが台無しになります。従って効果は「控えめに」を旨としまし
ょう。

４

プレゼンの準備（３）

〔１〕発表原稿の作成
PowerPoint 資料が完成したら，発表原稿の作成に取りかかります。
この段階ではストーリーなりシナリオがほぼでき上がった状態と言え
るでしょう。このため，人によっては，メモや原稿を作らずに，発表に
臨むケースもよく見受けられます。確かにリハーサルを何度も何度も繰
り返しておけば，できなくはないと考えられます。しかし，リハーサル
が十分でないと，発表者の話が尻切れトンボになったり，途中であわて
てスライドを飛ばして時間内に間に合わせるなど，劣悪なケースが学会
や研究会でさえもよく見られます。こういう場合は，「自己満足」のプ
レゼンと見なされても仕方が無いでしょう。こうならないためにも，メ
モや原稿の作成は不可欠なのです。
それでは，メモがいいのでしょうか，原稿がいいのでしょうか？どち
らでも良いようですが，プレゼン時間の長短によって使い分けをするの
が良いと考えられます。例えば，プレゼン時間が 20 分，30 分，場合に
よっては 1 時間などという場合には，原稿を作るのも大変な上，全部を
覚えることが至難になります。このため，「長丁場」はメモがいいでし
ょう。
これに対して，プレゼン時間が 5 分，10 分と短い場合には原稿をシ
ッカリ作成して，全部を記憶するようにします。時間が限られている分，
余分に話している余裕もなく，ムダ・ムラ・ムリのない話を展開する必
要があるからです。
このように，プレゼン時間を考慮したものを事前に作成します。それ
10

では，作成する場合にはどのような点に留意するといいでしょうか？
［メモを利用する場合］
□ スライドを「配付資料」として印刷（4 枚／頁）

※円グラフの他，棒グラ
フ，折れ線グラフ，面グラ
フ，散布図，レーダーチャ
ートなど，さまざまなグラ
フを作成できます。

□ 印字したものに話す要件を箇条書き

おすすめは，PowerPoint からスライドを印刷したもので，余白を利
用して，スライド毎に話す内容のメモを記しておきます。このメモは，
見ながら発表するのではなく，発表しながらチラ見し，話さなければな
らない内容を確認するためのものとして準備します。これについては，
プレゼン時の留意事頄を挙げる際に詳しく説明しますが，時間を計りな

※円グラフ以外のグラフ
も各自作ってみよう。

がらリハーサルを行うときに，削ったり足したりといった作業が伴いま
す。

［原稿を利用する場合］
□ 10 分間の原稿分量は A4 で 40 字×36 行 1 枚程度が目安注 24）
□ プレゼン資料を十分に見ながら原稿作成
□ 序論・本論・結論の分量に配慮
□ できるだけ平易・簡潔な文章に

短い時間制約がある場合には，クドクドと話す余裕はありません。ま
た原稿は，プレゼン時に，「えーと」「あのー」「そのー」などといった
無用な口癖もセーブできるというメリットもあります。
気をつけなければならないのは，原稿を全て頭にたたき込んでおく必
要がある注 25），ということです。そのため何度も何度もリハーサルをす
る必要があります。このとき，最初は原稿を読み上げながら時間を計測
するので，原稿に加筆しなければなりません。長ければ短くなるように
表現を変えたり，無用な言い回しを削ったり，判りにくそうな所は説明
を十分にするなど，手を加えながらリハーサルを重ねることで時間にマ
ッチした原稿へと収斂していきます。

〔２〕ハンドアウトの作成
プレゼンのためのメモや原稿作成のほかに，ハンドアウトを準備しま
す。これは，聞き手が話者をフォローするためのものであったり，プレ
11

※右側に表示されたのは，
表計算ソフトのエクセル
注
24) 滑舌が悪かった
です。グラフはエクセルの
り，テンポが遅い人は尐し
機能を使って作成します。
尐なめで，早口やテンポの
なお，エクセルのことを知
良すぎる人は尐し多目と
らなくてもグラフは作成
なるでしょう。
しかし，
“聞
できますので，安心してく
き手”にとっての聞きやす
ださい。
さは，音量とスピードに依
存しています。これを踏ま
えて分量を加減するよう
にしてください。

※全てのデータを入力し
終わったら，エクセルウィ
注
25) プレゼン時に原稿
ンドウの右上にある閉じ
に眼を向けたまま棒読み
るボタンをクリックしま
する人がいたりしますが，
す。
ハッキリ言えばインプレ
ッションが最悪です。10
分という短い時間なのに，
話す内容さえ頭に入って
い な い の か と 。
PowerPoint がどれだけ優
れていても，インパクト半
減になること請け合いで
す。

ゼンの補足や参考となる情報を反映するためのものです。昨今は，
PowerPoint のスライドをそのまま「配付資料」として印刷し，ハンド
アウトとしているケースや，概要レジメやアウトラインレジメが多く見
受けられます。
PowerPoint のスライドを配付資料とするのは，確かに，手軽で便利
だとは思いますが，本来的には余りお奨めできません。「手軽で便利」
な分，プレゼンそのものの評価を高めるインパクトが皆無だからです。
それでは，プレゼンの評価を高めるハンドアウトはどのようなもので
しょうか？答は，配付資料を手に取った聞き手が，「手間を掛けている
上，工夫しているわい」と感じるようなものです。この点で
・・・・・

は，内容を練った概要レジメやアウトラインレジメは有効だ
と言えるでしょう。しかし，PowerPoint に図表が多く含まれ

ている場合には，これらでは限界があります。
プレゼン内容は PowerPoint で多くはカバーされており，話す内容も
反映されています。このため，ハンドアウトがスライド内容を反映した
ものでなければならないのは当然です。しかし，話の所々で参照すると
良さそうな情報があれば，「詳しくはハンドアウトを見てください」の
ひと言で済みます。このため，「感心させたいハンドアウト」にしたけ
れば，PowerPoint のスライド内容を Word で記述しておき，必要に応じ
た補足・参考情報を追加しておくと良いでしょう。A4１枚でも，かなり
のスライド情報や追加情報を反映させられます。
どのようなハンドアウトとするのかは，聞き手が誰であるのかを分析
すると自ずと定まると考えられます。実際，ゼミや学会での報告であれ
ば概要レジメやアウトラインレジメで十分でしょうし，企画や提案など
の重要な場面では，Word でハンドアウトをしっかりと作成しておくと
評価に役立つはずです。

５

プレゼンの準備（４）－リハーサル

ここまでの段階を終えたら，あとはリハーサルの段になります。これ
もまた極めて大切です。リハーサルをする理由には，①プレゼン内容の
・ ・

最終確認，②与えられた時間丁度を目指す，③話し方や立ち居振る舞い
に留意する，などがあります。
まず初めは，発表のメモや原稿を読みながら PowerPoint のスライド
進行を確認し，発表にかかるおおよその時間を計測しつつ，プレゼン内
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・・・・
・・・・
・・・・
・・・・

容に過不足はないか練り直しをします。この段階で，スライドや発表原
稿に修正を加えるかどうか検討を加えるのです。何度かリハーサルする
内に，段々と話す内容が頭にも入ってきます。
スライドや原稿が定まった段階で，シッカリと時間を計測したリハー
サルに入ります。このときは本番モードです。時間の制約があるプレゼ
ンでは，5 分なら 5 分，10 分なら 10 分と，
「丁度」を目指すようにしま
す。誤差はあっても±20～30 秒でしょうか。色々な場面でプレゼンに
遭遇した経験から，時間をかなり残す，時間をかなり超過する，どちら
もインプレッションは悪くなるからです。言い換えれば，「準備不足」
と見なされるからです。このため，リハーサルでは可能な限り「丁度」

丁度になるよ
う，しっかり計
測！！

となるようにしましょう。本番では，口調が早くなったり，逆に遅くな
ったりすることで，必ず誤差が生まれますが，それを最小にするために，
「丁度」を目指してください。
概ね時間内に収まるようになったら，話のメリハリに気を配るように
します。一定の速度で，一定の音量で淡々と話すのは，丸暗記で単調な
印象を与えるかもしれません。重要なところは速度を抑え，少し音量を
上げたり，場合によっては少しだけ“間”を取るなど，話し方にも工夫
を加えると効果的です。場合によっては，「このスライドに来た時は，
スクリーン上の図の上を指で丸を描いて指し示す」などといったジェス
チャを考えるのも有効です。スライドがあって，原稿もあって，ハンド
アウトもあるようなプレゼンでは，話だけで進めると，往々にして単調
で変化がなくなります。大げさかもしれませんが，ジェスチャも効果的
で，
「熱心なプレゼンだわい」と聞き手を唸らせる要因の一つなのです。
最終段階のリハーサルも，繰り返し行うようにし，原稿であれば一字
一句が頭に入るよう，メモであればあらゆる頄目が記憶に留まるように
します。この段階でのメモや原稿の役割は，チラ見して確認する材料に
すぎなくなります。もちろん，本番でもメモや原稿を持っていたほうが
“安心”ですが，
“ガン見は禁物”と心得ましょう。

６

プレゼンの実施

さていよいよプレゼンの実施段階となります。十分に準備したのだか
ら大丈夫かというと，そうでもありません。発表時に心得ておいた方が
よい事も尐なからずあります。ここではその留意点を紹介しておきます。
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※スマートアートの作成
は，[挿入]タブの SmartAr
t アイコンをクリックする
方法とスライド上にある
箇条書きプレースホルダ
ー中央のアイコン（下記）
をクリックする方法の２
通りがあります。

[立ち位置・姿勢・行動]
□スクリーンを利用する場合はスクリーン脇に立つ
□各種ディスプレイを利用する時は，聞き手の視覚に入るように立つ
□背筋を伸ばし，聞き手を見渡すように話す
□スクリーンやディスプレイを見続けない
□ポインターやマウスカーソルを無用に動かさない
□むやみに動き回らない
1 点目と 2 点目は，聞き手の視線が固定されよう配慮する事に当たり
ます。極端な場合，スクリーンやディスプレイとパソコンの設置位置が
かなり離れていることがあり，離れているほど聞き手はスクリーンやデ
ィプレイと話し手を見るのに首を回さなければならず，親切とは言えな
い環境になります。このため，このような環境の場合には，無線の光学
マウスを持ってスクリーンやディスプレイの傍に立つようにします。こ
うすることで，聞き手は話し手とスクリーンなどが同じ視界に入るので，
楽な状態でプレゼンを聞くことができます。
3 点目・4 点目は，プレゼンのメモや原稿が頭に入っていれば容易にで
きるはずです。この姿勢に留意するは，聞き手の反応（KR 情報と言いま
す）をキャッチする必要があるからです。一定の目的・目標をもってプ
レゼンするわけですから，これは極めて大切なことです。聞き手は，話
されている内容がわかったり，なるほどと思うようなときにはウンウン
と自然に頷いたり，わからないときには首をかしげたり，不同意の時に
は首を左右に小さく振るなどの動作をします。これらは重要なサインで，
プレゼンの後で自己評価したり補足したりする等の場合に役立ちます。
逆に，見ようとしない，あるいは見逃すようでは「自己満足のプレゼン」
に陥ります。また，聞き手を見渡しながら話すと，話し手は自信を持っ
てプレゼンをしている印象を聞き手に与えます。聞き手を見ようとしな
いと，弱々しく自信なさげで，「このプレゼン，大丈夫か？」と思わせ
てしまいます。姿勢は Head Up が原則と心得てください。
5 点目・6 点目は無用の動作であり，聞き手が話を聞くとき，なんだ
かワサワサしてウルサイなと感じるところで，しばしば見受けられるも
のです。聞き手を不快にさせては，何のためのプレゼンかわからなくな
り，評価を落としてしまう要因になります。他にも無用な動作は色々あ
りますが，出さないように気を配りましょう。

［話し方］
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□普段よりも声を大きめに
□活気を持って元気よく，テンポ良く
□メリハリを意識して
□無用の口癖を出さない
これらの中では 1 点目が特に重要です。普段と同じ口調だと，早口だ
ったり聞き取りにくいことが往々にしてあるからです。「声を大きめ」
にすると，自然と話すスピードを抑制することになる上，聞き取りやす
くなるので，特に留意して欲しいところです。
2 点目・3 点目は「積極性」や「熱意」に通じた印象に影響を与えま
す。元気なく一本調子だと，聞き手は手元の資料に眼を落とし続けるよ
うになり，その結果，いくら話す姿勢を良くしたところで，聞き手の反
応をつかむことができなくなります。
4 点目は「無くて七癖」というほどに，人には無意識の口癖がありま
す。しかし，プレゼンの時にはそれさえ耳障りになることもあり，聞き
手が話に集中できない程ひどい場合さえ有ります。おそらく皆さんも，
授業や講義を受けた経験の中で，先生の口癖を見つけて，今日は何回口
癖を言うのだろうと，指折り数えたことがあるのではないでしょうか？
プレゼンの内容そのものが聞き手を引きつけるものでも，余分なところ
に聞き手の注意が行くようでは，好ましいプレゼンとは言えないのです。

以上，プレゼン時に気を付けたいところを示しましたが，プレゼンの
内容とその示し方だけでなく，姿勢や話し方さえも評価を左右する重要
な要素なのです。聞き手がシッカリと Head Up し，ウンウン頷いたり，
小首をかしげたりするなど，話に集中しているなと実感できるようなプ
レゼンを心がけたいものです。

７

おわりに

本章ではプレゼンテーションのための準備や実施のあり方を中心と
して，留意したい点について解説してきました。含まれる要素がかなり
あるなと感じたことでしょう。本章を締めくくるにあたり，プレゼンに
関する配慮点として，最後に幾つか提示しておくことにします。
まず第一に，プレゼンテーションが終了したら，それでおしまいとし
ないで，必ず「反省と自己評価」をするようにしましょう。聞き手にプ
レゼン内容がキチンと伝わったかどうか，目的・目標をどの程度実現で
15

あれでよかっ
たのかな？

きたと考えられるのか，振り返るようにしてください。満足できるもの
と言えないようだったら，その原因は内容なのか，構成なのか，スライ
ドの作り込みが浅かったのか，等々を突きとめるようにします。そうす
ることで，次のプレゼンをより良いものへと導くことができるからです。
第二に，
「とにかく徹底的に時間を掛けろ」ということです。第２節～
第５節までを読んだだけでも，プレゼンの段取りには手間暇を掛けなけ
ればならないと気づいたはずです。その通り！とても時間がかかります。
逆説的に言えば，時間を掛けられないようなプレゼンはするな，という
ことです。時間を掛けずに，おざなりに片付けようとするときには，ス
ライド一つ，ハンドアウト一つとっても貧相なものとなり，聞き手は「見
ただけで」わかります。プレゼンが学内の身内だけならイザ知らず，こ
れが社会に出た後であったとすればどうでしょう？会社の部門内でおざ
なりプレゼンをすればそれだけで，
「コイツは使えない」と評価が定まり
かねません。ましてや，クライアントに企画や提案をしようというプレ
ゼンであったのならば，仕事を獲得することもままならなくなり，プレ
ゼン要員から外されてしまうでしょう。ですから，今のうちに，時間を
掛けたプレゼン準備の姿勢を養っておくと良いでしょう。
第三は，
「聞き手の目線」でプレゼンを準備することです。内容・構成・
スライド・原稿など，どれでも「聞かされる，見せられる立場で感性を
働かせよ」ということです。準備したもので，聞き手は判ってくれるだ
ろうか，提案を受け入れようという気になるだろうか，自問自答しつつ
手を加えることです。このような配慮は間違いなく眼に入り，プレゼン
の質を格段と向上させます。
以上を踏まえ，注意深く，熱意と創意をもってプレゼンにあたるよう
是非とも心がけ，プレゼンスキルを在学中に向上させていって欲しいも
のです。

トライアル・プレゼンテーション
ゼミで２泊３日の旅行に行こうということになり，それぞれ企画を持っ
てプレゼンすることになりました。プレゼン時間は５分と決まりました。
ゼミの仲間が「是非そうしよう」という旅行企画のプレゼンを準備して
みましょう。
（ヒント）
時間の制約，空間の制約を十分考えましょう。
“企画”には“コンセプト”
がつきもので，何かにこだわった計画にすると取り組みやすいです。ど
うすれば皆が行きたくなるのか，考えるようにしてみましょう。
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