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※お時間までＣＤ－ＲＯＭ内にある作品例などをご覧下さい。

１ の概要Powerpoint

は簡単な操作で効果的に発表資料を作ることができるソフトです。プレゼPowerpoint

ンテーションに音や動きなど盛り込むことができ、見る側にとってわかりやすく資

料提供ができます。また、ワードやエクセル、図形ソフトなどで作成したデータを

利用することもできます。 は電子紙芝居のようなソフトともいえます。Powerpoint

○プレゼンテーション作成の流れ

①内容の検討…………………………何を伝えたいのか、時間は？見る対象は？

②資料の収集…………………………テキスト（文章 、画像、音、映像、等）

③プレゼンテーションの組み立て…スライドの作成、提示の順、効果

④プレゼンテーション………………スライドショー、ナレーション

○プレゼンテーションの留意点

プレゼンテーションは、あくまで発表の補佐的なものである

…を念頭に作ることです。

①基本的に眺めてもらうものを作りましょう 「絵」が中心になるはずです。、

②カラフルな装飾は自己満足にしかなりません。３～５色に収めましょう

③基本的に文章は口頭で説明しましょう。

どうしてもの時は

その１ 箇条書きで！

その２ 大きな文字で

④安定感のある配置を！心がけましょう。見せたい物はやはり中心に！

⑤映像を使うときは短いものにしましょう。

そして、何よりこれは言うまでもないと思いますが、

話し手のナレーション、ジェスチャーが何より大事！

※勿論「内容」も！
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２ の基本的な操作Powerpoint

を起動すると自動的に新しいプレゼンテーションが作成され、プレゼンPowerpoint

テーションウィンドウには１枚目のスライドが表示されます。

の画面構成は次の通りです。Powerpoint

ここで、プレゼンテーションソフトがワープロなどと大きく違う点は、

実は一つだけで、それは

文字を入れる場所を指定しなくてはならない
ス ペ ー ス

ということです。

実は大きくこれだけがワープロソフトと大きく違うところなのです。

、 、これさえ理解できれば プレゼンテーションだろうがホームページ作りだろうが

同じような方法で製作することができます。 それでは試してみましょう。
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３プレゼンテーションを見てみよう！

それでは、まずどんなプレゼンテーションがあ

るか見てみましょう。

配布したＣＤ－ＲＯＭの中に数点サンプルファ

イルがあるので見てみましょう。

次の順番でクリックしてみて下さい。

ファイル

↓

開く

↓

マイコンピューター

↓

sample disk

↓

サンプルPowerpoint

↓

出てきましたね。

次にスライドショーの「実行」をクリッ

クして、実際のプレゼンテーションを見

てみましょう。 どんな授業をするのか

もイメージしてみるといいかもしれませ

ん。

プレゼンテーションを進めるには、

キーか、マウスの左クリックをしENTER

ます。

これらはは、教育とコンピューターに掲載されていたサンプルです。

はっきり言ってくどいですよね。

また、こんな大がかりなプレゼンテーションを作るのには何日、何週間もかかっ

てしまいますので、今回は、簡単にできるプレゼンテーションを目指して進めて

いきたいと思います。
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４新しいプレゼンテーションを作る

それでは新しいプレゼンテーション作りに

チャレンジしてみましょう。

「インスタントウィザード」という簡単な

作り方もあるのですが、今回はあえて全く

何もない状態から作りたいと思います。

（午後からは是非インスタントウィザード

を使って製作してみて下さい ）。

ファイルを押して新規作成を選ぶと、右

側の作業ウィンドウに新しいプレゼンテ

ーションについてのメニューが出てきま

す。

ここは頑張って新しいプレゼンテーショ

ンを選んでみましょう。

☆レイアウトも色々ありますが、とりあ

えず白紙のレイアウトを選んでみます。

ここに絵や文字を入れ、順番に表示して

いくわけです。
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～文字を入力する～

☆さて、ここに文字や絵、グラフや動画な

どを入れていくわけですが、基本的な操作

方法は を使っている人ならなんて事windows

はない作業だと思います。

唯一違うのは、先ほども書きましたが、

の存在です。

①まず、挿入からテキストボックスを指定

し、横書き（縦書き）を選択します。

②次に文字の入れる場所を指定します。

マウスの左を押しっぱなしにしボックス

が適度な大きさになったら離します。

（テキストボックスの大きさは後から簡

単に変えることができるので、あまり

気にしなくても良いです ）。

③テキストボックスの中にカーソルが点滅

していますので、文字を入力してみます。

※※※※自分自分自分自分のののの学校名学校名学校名学校名などをなどをなどをなどを入入入入れてみましょうれてみましょうれてみましょうれてみましょう。。。。

④入力が終わったら、白い画面上をクリッ

クしてテキストボックスの入力が完成で

す。ずいぶん簡単ですね。

⑤文字の装飾

文字の大きさ、色などの変更はワープロ

ソフトと同じように範囲を指定し変更す

ることもできますし、

⑥テキストボックスをクリックして指定す

ると、ボックス内の全ての文字を一気に

変更をすることができます。

⑦装飾は文字の指定後、右クリックでもで

きますが、ツールボックスでフォントや大

きさなど簡単な変更ができるようになって

います。

※※※※大大大大きめのきめのきめのきめの文字文字文字文字、、、、画面真画面真画面真画面真んんんん中中中中よりよりよりより上上上上にににに配置配置配置配置

しておきましょうしておきましょうしておきましょうしておきましょう。。。。
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～絵を入れてみよう～

☆プレゼンテーションは絵を見せる！と

、 。言い切る位 絵や写真の存在は大事です

文字ばかりのプレゼンテーションの何が

楽しいでしょう？？自分が写っている写

真、可愛らしい絵があるからこそ画面に

釘付けになると思いませんか？（勿論、

大人を対象にしていても…です ）。

①挿入から図→クリップアートの順にクリ

ックしてきます。自作の絵や写真がある

人は「ファイルから」を選択し、自分の

写真を選んで下さい。表紙の絵になるよ

うな絵（写真）を選んで下さい。

②クリップアートには膨大な絵や写真が用

意されています。検索窓に挿入したい絵

のキーワードを入れて、絵を検索してみ

ましょう。

例）学校、生徒、勉強…等々

③気に入った絵が出たらその絵をＷクリッ

クします。

④の点をマウスでドラッグ（左を押しなが

ら移動）することで、絵の大きさを変え

ることができます。

⑤の点をドラッグすることで絵を回転させ

ることができます。

⑥は、絵についての書式を色々変えること

ができるツールボックスです。自分でや

るときに使ってみて下さい。

⑦それでは先ほど書いた文字の下に、適度

に大きくしたクリップアートを移動して

みましょう。

※絵をドラッグすると簡単に移動すること

ができます。
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～アニメーションを付けて動かそう～

☆ ①と②ができればもうプレゼンテーションはできたも同然です。Step

あとは にかかってます。どうどうどうどう格好良格好良格好良格好良くくくく発表発表発表発表するかするかするかするか！！！！
それを叶えてくれるのが アニメーションなのです。

「 」①スライドショーから アニメーションの設定

を選択します。

②アニメーションにしたいテキストボックス、

又は絵をクリックします。

③効果の追加をクリックします。

④アニメーション効果は大きくまず４種類に分

けられます。

開始…ないところから文字を出現させます。

上からふってきたり、横から飛んでき

たりします。

強調…表示してある文字の色を変えたり、

大きくしたりして強調します。

終了…表示してある文字を消し去ります。

軌跡…表示してある文字を動かします

※一つのテキストボックスに対していくつもの

アニメーションを付けることができますし、効

果（動き方）を微妙に変えることもできます。

できたら右下の再生ボタンを押して確認してみ

ましょう。
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☆このほか、写真やイラスト、グラフにもいろいろな

効果を付けることができます。

また、アニメーションには順番が付けられ、その順

。 、番通りに表示されていきます 順番を変えたいときは

変えたい場所にドラッグしてあげるといいでしょう。

☆この他に、画面全体の切り替えを格好良く

表示する方法もあります。

スライドショー

↓

画面切り替え

で、作業ウインドウを表示し、

気に入った切り替えアニメーション

にしてみましょう！

※さらに格好良く！

アニメーションを入れるだけでも十分

表現力が付きますが、作業ウインドウの

赤丸の部分をクリックすることで、さらに

詳細な効果を付けることができます。

例えば次のアニメーションが出てくるまで

の時間を設定すれば、完全に自動的に動く

プレゼンテーションを作ることなんかもでき

ますね。文字の出現方法など凝り出してしま

えば切りがありませんが、これだけ細かな設

定ができれば凝ってしまいたくなります。
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～どんどんページを作ろう！～

、 。☆さぁ ①～③までの方法が分かったらあとはどんどんページを作りましょうStep

まだまだカッコイイ装飾はたくさんありますが、１ページに入れるのはムリなので

新しいページを作りながら説明したいと思います。

新しいスライドを作るには、左側のアウトライン

ペインで右クリックをし、新しいスライドをクリ

ックします。

（この他にも新しいスライドを作る方法はたくさ

んあります ）。

すると、

スライドのレイアウトが出てきます。

最初は無地を選んでいましたが、目的に応じて選

んでみるのが良いでしょう。

今回は、テキストとコンテンツ（絵や写真）の

中から、左に絵が、右に文字が入るレイアウトを

選んでみました。

コンテンツですが、上の絵のコンテンツ

の場所をクリックすると挿入できるよう

になっています。
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～どんどん貼り付けよう！～

☆パワーポイントは、パソコンで扱えるファイルなら、大抵は貼り付けることがで

。 、 、きます デジカメの絵や写真は勿論のこと 別のソフトで作った表やグラフですら

コピー＆ペーストでスライド上に置くことができるのです 面倒な操作は必要なし！。

是非やってみましょう！

エクセルの表を貼り付ける

エクセルサンプルは 内CD-ROM

にありますので、ダブルクリッ

クして開いて下さい。

①表を貼り付けたいときは、貼

り付けたい表をドラッグして範

囲指定した後に右クリックして

コピーをクリック

②グラフを貼り付ける時には、

グラフの空白部分を右クリック

してコピーをクリック

さて、 に戻ってPowerpoint

、貼り付けたいスライドを開き

空白部分で右クリックをして

「 」 。貼り付け をしてみましょう

あとは写真やクリップアート

と同じように大きさや場所を変

更することができますし、アニ

メーション効果を付けることも

できます。

同様に写真、サウンド、動画も

コピー＆ペーストをすることが

できます。頑張ってやってみま

しょう。

ここから先は多少自由なイメージで作ってもらいます。

※学校教育目標

※校長先生の紹介

※○○学校の行事予定 など、２～３ページ作ってみて下さい。



- 12 -

～もっと格好良くしてみよう！～

全体を統一したデザインにし、少しカッコイイ

プレゼンテーションにしてみましょう。

書式からスライドのデザインをクリック

します。

①すると、作業ウィンドウにスライドのデ

ザインが出てきますから、気に入ったスラ

イドを選択してみましょう

全てのスライドに適用することもできます

し、選択したスライドにのみ適用すること

もできます。

②また 「配色」をクリックすることで、、

全く違ったイメージのデザインにするこ

ともできます。

①

※さらに格好良く！

☆ありきたりの背景じぁ物足りな

い！という人は、自分が用意した写真

などを背景にしてみましょう！

「書式」→「背景」で①のウインドウ

を出した後に 「塗りつぶしの効果」を、

選択し 「図」→「図の選択」の順に、

クリックして下さい。

これでありきたりのプレゼントも

おさらばですよ～！！



- 13 -

～あとは使う人の好み次第！～

オートシェイプ、ワードアート、組織図…など

Powerpoint☆さぁ ここまで来たら もう、 、 「

はそれなりに使えます！」と言っても恥

ずかしくないと思いますよ！ ⑦は好Step

みにもよります。ワードアートなどはワ

、ードを使っている人にはおなじみですし

別なソフトで代用したりしている人もい

ますからね

「オートシェイプ」

スライドの中に図形を入れることがで

きます。また、その図形の中にテキスト

を入れることもできます。

画面下にオートシェイ

プは作業用ウインドウ

が出いてると思います

ので、お好きな図形を

どうぞ！

また、図形の中にはテ

キストも入れることが

できます。

「ワードアート」

最近あまりにも多くて、それなりにパソコンを使って

いる人には飽きられつつありますが…笑

ワードアートで様々な表現をすることができます。

（サンプル の中の生徒作品の題名は、CD

アートデザイナーというソフトを使っています ）web 。

「組織図」

組織図が必要な方はどうぞ。

私はあまり使ったことがありませんが…

まぁとにかく使う人のアイディア次第！だ

。 、と思います 私などが作るプレゼンよりも

生徒の方がずっと斬新で楽しいプレゼンを

作ってしまったりします。同じ楽器があっ

ても演奏する人で全然違う音楽を奏でるの

と一緒で…センスはこれ以上磨くことがで

きませんねぇ～涙
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さぁさぁさぁさぁ、、、、フリーフリーフリーフリーでででで作作作作りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。

せっかく冬休みを１日研修に当てたのですから、是非プレゼンテーションを一つ作

って帰って下さい。小学校の先生方が多いようですが、研究用、発表用など考えれ

ば学校を問わず、様々な場面でのプレゼンテーションが考えられるのでは…

見る人を考えて作ってみましょう！

教師→教師に発表するもの

本年度研究の説明、研究の発表、分科会話し合いの結果発表…など

教師→保護者に発表するもの

修学旅行の説明会資料、入学案内、学校説明会、上級学校案内、進路用…など

教師→生徒に発表するもの

授業用プレゼン、進路、卒業写真アルバム鑑賞会…など

また、使い方がわかれば生徒でも簡単に作ることができますので、

総合的な学習、旅行的行事、調べ学習の発表や、各種行事の記録用にと、子供達に

作らせてみてもおもしろいと思います。

最後にできた人の中から１～２名に発表をしてみてもらいたいと思います。

当たった方は快く発表を引き受けて下さいね。

～アシスタントの先生をどんどん呼んで下さい～製作開始！

知内中学校生徒作品例

※ 内にフリーの素材集を入れておきました。プレゼンテーションのCD-ROM

味付けにお使い下さい。
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～保存をしましょう～

＜保存する＞

せっかく作ったスライドですから、間違いな

く保存をしてお持ち帰り下さい。

ファイル→名前を付けて保存

ファイル名

↓ 「名前を付けて下さい」

ファイルの種類は

プレゼンテーションで！

＜ ページ用に保存をする＞web

☆頑張って作ったプレゼンテーションを ページで公web

開してみませんか？以前はできませんでしたが、最近は

スライドショーの動きも ページで再現できるみたいweb

ですよ。

＜ のないPowerpoint

パソコン環境でも＞

☆私のノートパソコンには

が入っているんだPowerpoint

けど、学校のパソコンには

無いのよねぇ～っていう人

なんかにはこの

Powerpoint「 」 。プレゼンテーションパック がお勧めです

がインストールされていないパソコンでもスライドシ

ョーを見ることができます。

＜ＰＤＦで配布＞

ページ用の保存があるのですから必要ありませんweb

が、以前はこれがかなり便利だったのです…

フリーのソフトもありますので、お使い下さい。

最後に…

☆お疲れ様でした。だらだらとしたテキストになってしまい、申し訳ありません。

まぁ、パソコンソフトなんて「習うより慣れろ」ですから、たくさんの

プレゼンテーションを作ってみて、 の達人になって下さい。Powerpoint

パソコン内にはデーターを残さないようにご協力をお願いします。

本日はありがとうございました。


