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PowerPoint 2007はプレゼンテーションソフトです。プレゼンテーションソフトは，人に見せるための視
覚的な資料を作成するためのソフトウェアです。PowerPoint 2007を使うことによってどのような資料を作
成することができるでしょうか。PowerPoint 2007を使ってできることを見てみましょう。

１ PowerPoint 2007 とは
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ソフトウェアを操作して使える状態にすることを起動といいます。
PowerPoint 2007 を起動してみましょう。

●PowerPoint を起動する

① （スタート）
ボタンをクリックする。
②
をポイントして，

をクリック
する。
③
をクリックする。

④ PowerPointが起動
し，「プレゼンテーシ
ョン 1」というプレ
ゼンテーションファ
イルの白紙のスライ
ドが表示される。

最初に表示される
スライドは，全体の
表紙にあたるスライ
ドです。

●PowerPoint を終了する
起動した PowerPointを終了するには，ウィンドウ

の右上の　　 （閉じる）ボタンをクリックします。

２ PowerPoint 2007 の起動と終了

PowerPoint の起動と終了
PowerPointを起動すると，デスクトップ上にウィンドウが表示されます。
PowerPointを終了すると，ウィンドウが閉じられます。

●ウィンドウ
ソフトウェアの基本的な画面。

四角い「枠」で囲まれているものが
多く，このように呼ばれます。作業
中のデータやメッセージは，この
ウィンドウの中に表示されます。

●ポイント
ボタンやメニューなど，操作す

るものの上にマウスポインタを重
ねること。このとき，マウスのボ
タンは押しません。

●プレゼンテーションファイル
PowerPoint では，作成したプレ

ゼンテーションファイルそのもの
もプレゼンテーションとよびます。

●スライド
スライドとは，プレゼンテーシ

ョンファイルの各ページのことで
す。一般的に，プレゼンテーショ
ンファイルは，複数のスライドに
よって構成されています。それぞ
れのスライドには，プレゼンテー
ションに必要な要素（文字や画像，
音声など）を挿入することができ
ます。
※スライドの挿入の操作について
は，10ページで説明します。

●終了時のメッセージ
スライドにデータを入力するな

どの変更を加えていると，
ボタンをクリックしたときに，次
のようなメッセージが表示されま
す。

保存する場合は［はい］を，保
存せずに PowerPoint を終了する場
合は［いいえ］を，終了を取り消
すときは［キャンセル］をクリッ
クします。
※保存の操作については，13ペ
ージで説明します。

PowerPoint のバージョンが異なって

も，基本的な機能はそれほど変わらな
いので，基本をマスターすればどのバ
ージョンのものでも使えます。ただし，
PowerPoint 2000から作業ウィンドウが

追加されました。また，PowerPoint

2007ではリボンからの操作が中心にな

りました。 ● PowerPoint 2002（OS はWindows XP）
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PowerPointのウィンドウは，スライドが画面の大部分を占めていま
す。スライドペインの上にはOfficeボタンやリボンがあり，リボンには
PowerPointで利用できる機能のボタンがタブごとに分類されています。

●ペインの調整
スライドペインと，［スライド］

タブと［アウトライン］タブを含
むペインは，幅を広げたり，狭め
たりすることができます。スライ
ドペインと，［スライド］タブと
［アウトライン］タブを含むペイ
ンとの間にある分割バーをポイン
トし，分割バーを左右にドラッグ
します。

●スクロールバー
スライドを拡大すると，スクロ

ールバーが表示されます。上下左
右にドラッグして，スライドペイ
ン内でのスライドの表示部分を変
えることができます。

３基本的な画面構成

各部の名称とはたらき
よく使用する各部の名前とはたらきを覚えましょう。

①タイトルバー ：ファイルの名前が表示される。バーに色が付いていると
きは，作業ができる。ここをドラッグして，ウィンドウ
を移動することができる。

②Officeボタン：クリックすると，［開く］［保存］［印刷］など，ファイル
の基本的な機能が表示され，実行することができる。

③クイックアクセスツールバー
：［上書き保存］など，よく使用するボタンが表示される。
表示するボタンは，自由に変更することができる。

④リボン ：［ホーム］［挿入］［デザイン］などのタブをクリックする
と，さまざまな機能のボタンが表示される。操作に応じて，
自動的にタブが切り替わる場合や，通常は表示されていな
い特別なタブが表示される場合がある。

⑤ （最小化）：ウィンドウをボタンにしてタスクバーに収める。
（最大化）：ウィンドウをデスクトップいっぱいに表示する。クリッ

クすると，ボタンは　 （元に戻す（縮小））に変わる。
（閉じる）：PowerPointを終了してウィンドウを閉じる。

⑥スライドタブ ：スライドの完成イメージが縮小表示される。
⑦アウトラインタブ：スライド内のテキスト部分が表示される。
⑧スライド ：ここに文字や画像などを構成して，プレゼンテーション

資料を作成する。
⑨スライドペイン：スライドを表示する領域。
⑩ノートペイン ：発表者がスライドに合わせて，プレゼンテーション用の

メモを取るときなどに使用する。
⑪ステータスバー：スライド番号など作業中の情報が表示される。
⑫表示モード切り：表示モードを切り替える。
替えボタン ※表示モードの種類については，7ページで説明します。
⑬ズームスライダ：画面の表示倍率を，10％～400％まで変更する。

⑪

①③② ④
⑤

⑧

⑩

⑨

⑦

⑥

⑫ ⑬

スクロールバー
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PowerPoint 2007 の操作は，画面上部の「リボン」から行います。
[ホーム]［挿入］などのタブは，作業の目的に応じてクリックして切
り替え，コマンドを実行します。リボンの基本的な使い方を理解して
おきましょう。

●［ホーム］

スライドの追加や書式設定，図形描画などを行うことができます。

●［挿入］

画像やワードアート，サウンドなどを挿入できます。

●［デザイン］

ページ設定やスライドのデザインの変更などを行うことができます。

●［アニメーション］

アニメーション効果を設定することができます。

●［スライドショー］

スライドショーの開始，設定などを行うことができます。

●［校閲］

文章校正をしたり，コメントを挿入したりできます。

●［表示］

表示モードの切り替えなどができます。

●コマンド
コマンドとは，「コピー」「貼り

付け」など，作業を実行するため
の命令のことです。

●ショートカットキー
コマンドの実行はキーボードか

らも行うことができます。たとえ
ば，［コピー］は， （コント
ロール）キーを押しながら　　キ
ーを押します。これをショートカ
ットキーといい，Ctrl＋C と表示
しています。

●クイックアクセスツールバー
よく使用する機能を登録してお

くと，ボタンをクリックするだけ
ですばやく実行できます。追加す
るには，［クイックアクセスツー
ルバーのカスタマイズ］ボタンを
クリックし，一覧から選択しま
す。

●リボンの最小化
［クイックアクセスツールバー

のカスタマイズ］の一覧から［リボ
ンの最小化］を選択すると，タブだ
けが表示されるようになります。

リボンを見てみよう
PowerPoint 2007 では，すべてのコマンドはリボンから実行することができ
ます。

４リボンの使い方

Ctrl

Ctrl

C
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［ホーム］タブには，「クリップボード」「スライド」「フォント」
など，機能がグループごとに整理され，コマンドのボタンが表示され
ています。ボタンをクリックして，コマンドを実行します。

それぞれのボタン
をポイントすると，
コマンドの名称と機
能の簡単な説明が表
示されます。

ボタンに付いてい
る▼をクリックする
と，それぞれの機能
に応じた一覧やパレ
ットが表示されま
す。

●ダイアログボックス起動ツール
「フォント」などの右端にある （ダイアログボックス起動ツール）
をクリックすると，より詳細な設定を行うためのダイアログボックス
や，作業ウィンドウが表示されます。

●操作によって表示されるタブ
リボンには，標準では7種類の

タブが表示されていますが，スラ
イドの画像などを選択すると，必
要に応じて［描画ツール］や［図
ツール］などの新しいタブが表示
されます。

●ダイアログボックス
詳細な設定を行うためのウィン

ドウです。

●作業ウィンドウ
機能をすばやく利用するための

ウィンドウです。

［ホーム］タブを見てみよう
［ホーム］タブには，作業でよく使われるコマンドが用意されています。

ダイアログボックス
起動ツール

▲［Officeクリップボード］
作業ウィンドウ
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PowerPoint には，いくつかの表示モードが用意されています。プレ
ゼンテーションファイルを作成する際には，状況に応じて表示モード
を切り替えることによって，効率良く作業をすることができます。

PowerPoint を起動した場合，はじめ
は，標準表示モードになっています。

●標準表示モード（ ）
標準表示モードは，プレゼンテーシ

ョンを作成する上での基本的な表示モ
ードです。左側のペインでプレゼンテ
ーション全体を確認しながら，スライ
ドペインでそれぞれのスライドの作
成・編集作業を行います。

①スライドの表示
［スライド］タブをクリックすると，

ペインに縮小されたスライドが表示さ
れます。スライドの順序やスライドの
イメージを確認しながら作業できます。

②アウトラインの表示
［アウトライン］タブをクリックす

ると，ペインにアウトラインが表示さ
れます。スライドの文字情報を入力し
たり編集したりするのに適しています。

●スライド一覧表示モード（ ）
スライド一覧表示モードでは，スライドが縮小されて一覧表示され

ます。スライドの追加や削除，移動をしたり，プレゼンテーション全
体を確認するのに適しています。

●スライドショー表示モード（ ）
スライドショー表示モードでは，スライドが全画面で次々に表示さ

れます。作成したプレゼンテーションを上映するのに適しています。

●ノート表示モード
［表示］タブからは，ノート表示モードを選択することができます。
ノート表示モードでは，ページ全体にメモを表示して作業をすること
ができます。

●標準表示モード
①スライドの表示

②アウトラインの表示

●スライド一覧表示モード

●スライドショー表示モード

●ノート表示モード

５表示モードの切り替えと種類

表示モードの切り替え
画面表示を切り替えるには，表示モード切り替えボタンをクリックします。

スライド，アウトライン切り替
えタブ

表示モード切り替えボタン

標準
スライド一覧
スライドショー

②
①
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PowerPointでは，スライドのあらゆる所に自由にテキストを入力で
きるわけではありません。

① プレースホルダをクリックする。
ここでは，タイトルのプレースホル
ダをクリックする。

② テキストが入力できる状態にな
り，カーソルが点滅する。

③ テキストを入力する。

④ プレースホルダ以外の部分をクリ
ックすると，枠が見えなくなる。

間違えて入力してしまったときは，入力したテキストを削除し，修
正しましょう。
●テキストを削除する

（バックスペース）キー， （デリート）キーを使って，１文字
ずつ削除することができます。 キーを押すと，カーソルの前のテキ
ストが， キーを押すと，カーソルの次のテキストが削除されます。

●テキストを修正する

●プレースホルダ
スライド上にテキストや図表な

どを入力するための枠。選択する
スライドによって，プレースホル
ダの数や種類は異なります。

●カーソル
テキストを入力する位置を示す

もの。画面上で点滅します。

●文字列の削除
まとめてテキストを削除するに

は，削除したい部分を選択して，
キーまたは　　　キーを押

します。

●カーソルの移動
カーソルを移動するには，カー

ソルキー（ ）を
使用するか，テキスト内をマウス
でクリックします。

●修正部分を選択する
修正したい部分を選択して，新

たにテキストを入力することで，
まとめて修正することができま
す。

テキストの入力
スライドにテキストを入力するには，プレースホルダをクリックして，入力
します。

１スライドにテキストを入力する

第２章　パワーポイント2007を使ってみよう
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テキストの削除と修正
プレースホルダに入力したテキストは，削除したり修正したりすることがで
きます。

Delete

→ ← ↑ ↓

PowerPointを起動して，タイトル用のプレースホルダに「わたしの提案」と入力
しましょう。

① ここでは「ご」の前にカーソ
ルを置く。

② キーを押すと，「ご」
が削除される。

① 修正したいテキストを削除す
る。ここでは， キーを４回
押して，「ショップ」を削除する。

② 正しいテキストを入力す
る。ここでは，「お店」と入
力する。

Back
Space Delete

Back
Space

Delete

Delete

Back
Space

プレースホルダ

Back
Space



テキストのフォントの種類や大きさ，スタイル，色などを書式といい
ます。入力したテキストの書式は，あとから変更することができます。

① テキストを入力
し，変更するテキス
トを選択する。

②
（フォント）ボック
スの▼をクリック
する。

③一覧から使用するフォント名をク
リックする。
ここでは，［メイリオ］を選ぶ。

④フォントが変更される。 （太字）
ボタンをクリックして，太字にする。

①変更するテキスト
を選択し， （フ
ォントサイズ）ボッ
クスの▼をクリック
して，一覧からサイ
ズを選ぶ。

②［ホーム］タブの「フォ
ント」から　　（フォント
の色）ボックスの▼をクリ
ックして，一覧から色を選
ぶと，文字の色が変更され
る。

●フォント
「フォント」とは，書体のこと

です。フォントには，明朝体やゴ
シック体などの種類があります。

●ミニツールバーからの変更
テキストを選択したときなど

に，ミニツールバーが淡く表示さ
れることがあります。ミニツール
バーのボタンからも書式の変更を
行うことができます。

●フォントサイズ
フォントサイズの単位にはポイ

ント（pt）が使われています。印
刷したとき，１ポイントは約
0.35mmです。
一覧以外のフォントサイズを設

定したいときは，［フォントサイ
ズ］ボックスに設定したい数値を
入力します。

●テキストに複数の書式を設定する
テキストに複数の書式を設定す

る場合には，「フォント」の右端
にある　 （ダイアログボックス起
動ツール）をクリックして，［フ
ォント］ダイアログボックスで，
フォントの色，文字飾りなどの詳
細な設定をまとめて行います。

●プレースホルダ内のテキストに
まとめて書式を設定する
プレースホルダの枠線をクリッ

クして選択し，書式を変更すると，
プレースホルダにあるすべてのテ
キストの書式を一括して変更する
ことができます。

フォントの変更
［ホーム］タブの「フォント」から，フォントの種類を変更することができ
ます。

文字の大きさや色の変更
［ホーム］タブの「フォント」から，文字の大きさや色を変更することがで
きます。

東西学園（明朝体）
東西学園（ゴシック体）
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２書式の変更

PowerPointを起動して，タイトル用のプレースホルダに「わたしの提案」と入力
し，フォントを「HGP創英角ポップ体」，フォントサイズを「80」，フォントの
色を「赤」に変更しましょう。

フォントサイズが変更される。



通常，プレゼンテーションファイルは複数のスライドから構成され
ています。１枚目のスライドを作成したら，２枚目のスライドを作成
していきましょう。

①［ホーム］タブの「スライド」か
ら　　（新しいスライド）ボタン
をクリックする。

②［Officeテーマ］の中から，使用
するスライドのレイアウトを選択
して，クリックする。

③ 新しいスライドが挿入され，
［スライド］タブにも新しいスラ
イドが表示される。

●スライドのレイアウトを変更する
スライドのレイアウトは，［ホ

ーム］タブの「スライド」にある
（レイアウト）ボタンをクリッ

クして，変更することができます。

新しいスライドの挿入
プレゼンテーションファイルの単位はスライドです。スライドを追加するに
は，新しいスライドを挿入します。

10

３スライドの追加と移動，コピー，削除 ◆使用ファイル：PP_01

PowerPoint 2007 には，スライドのレイアウトが11種類用意されています。

コンテンツには，テキストや図，グラフなどを
挿入することができます。



プレゼンテーションファイルを作成していると，スライドを削除し
たり，スライドの順番を変えたり，スライドのコピーをしたくなる場
合があります。スライド一覧表示モード（ をクリック）にすると，
これらの作業を全体を確認しながら行うことができます。
●スライドを移動する

●スライドをコピーする

●スライドを削除する

●スライドを複数選択する
複数のスライドに対して，削除

や移動，コピーなどの操作をまと
めて行うことができます。
複数のスライドを選択するに

は，スライド一覧表示モードで，
キーを押しながらスライド

をクリックします。また，隣接す
る複数のスライドを選択するに
は，先頭のスライドをクリックし，

キーを押しながら最後のス
ライドをクリックします。

●スライドをコピーすると
元の書式のままスライドをコピ

ーすれば，入力したテキストなど
もそのままコピーされます。あと
から必要な部分を編集するだけ
で，書式やデザインが統一された
プレゼンテーションを作成するこ
とができます。

●［スライド］タブでスライドを
削除する
［スライド］タブでスライドを

削除するには，削除したいスライ
ドの縮小表示を選択し， キ
ーまたは　　　キーを押します。
「アウトライン」タブでも，スラ
イドのアイコン（ ）をクリッ
クし，同じように削除できます。

スライドの移動，コピー，削除
作成したスライドは移動やコピー，削除をすることができます。

① 移動したいスライドを選択し，
移動先までドラッグする。

② 移動先でドロップすると，スラ
イドが目的の場所に移動する。

削除したいスライドを選択し，［ホー
ム］タブの　　 （スライドの削除）ボ
タンをクリックすると，スライドが削
除されます。

Back
Space

Delete

Ctrl
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① コピーしたいスライドを選択
し，［ホーム］タブの　 （コピー）
ボタンをクリックする。

③　 （貼り付けのオプション）ボ
タンをクリックし，［元の書式をそ
のまま使う］を選択する。

② コピー先をクリックし，［ホー
ム］タブの　 （貼り付け）ボタン
をクリックする。

④ スライドが元の書式のままコピ
ーされる。

ファイル「PP_FIN」を開き，スライド1をスライド5のあとにコピーしましょう。
コピーしたら，スライド6を削除しましょう。

◆ 使用ファイル：PP_FIN

Shift
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作成したスライドを続けて見るには，「スライドショー」を実行し
ます。スライドショーを実行してみましょう。

①［スライドショ
ー］タブの「スラ
イドショーの開

始」にある　（最

初から）ボタンを
クリックする。

② 画面全体にス
ライドが表示され
る。マウスをクリ
ックすることで，
次々とスライドを
表示させることが
できる。

③ 作成したすべてのスライドが表示
されると，最後に黒いスライドが表
示される。スライドショーを終了し
たいときは，クリックする。

④ スライドショーが終了し，
もとの表示画面に戻る。

●スライドショー表示モード
表示モードを切り替える［スラ

イドショー］ボタンをクリックし
て，スライドショーを実行するこ
ともできます。

●前のスライドに戻るには
スライドショー実行中に前のス

ライドに戻りたいときは
（バックスペース）キーを押しま
す。

また， （エンター）キーや

（スペース）キーで，次の
スライドに移動することも可能で
す。
スライドショーの画面上で右ク

リックし，メニューから選択する
こともできます。

●スライドショー実行時の注意点
プレゼンテーションを行う前に

は，必ずスライドショーを実行し
て，スライドの仕上がり具合につ
いてチェックする必要がありま
す。
また，わかりやすいプレゼンテ

ーションを行うために，スライド
ショーを何度か実行して，発表の
順序や段取りなどを検討しておき
ましょう。

スライドショーを実行する
スライドを次々に表示させる機能を PowerPointでは，「スライドショー」と
いいます。

４スライドショーの実行

Back
Space

◆ 使用ファイル：PP_FIN

ファイル「PP_FIN」を開き，スライドショーを実行し，最後まで見終わったら
終了しましょう。
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パソコンでは，すべてのデータは「ファイル」という単位で管理さ
れています。作成したスライドを保存して，ファイルとすることで，
あとから編集などの作業を行うことができます。

① Officeボタンをクリックし
て，一覧から［名前を付けて保
存］をポイントし，［PowerPoint

プレゼンテーション］をクリッ
クする。

② 保存先が［ドキュメント］にな
っていることを確認し，ファイル
名を入力して，［保存］をクリッ
クする。

③ タイトルバーに保存したファイ
ル名が表示される。

① Officeボタンをクリックして，
一覧から［開く］をクリックする。

② 開きたいファイル（ここでは，
「おすすめのお店」）を選択し，
［開く］をクリックする。

③ ファイルが開く。

●上書き保存
名前を付けて保存したファイル

に変更を加えた場合，「上書き保
存」を行います。「上書き保存」
をするには，Officeボタンをクリ
ックして，一覧から［上書き保存］
をクリックします。クイックアク
セスツールバーにある　 （上書き
保存）ボタンをクリックしても実
行できます。

●ファイルのアイコン
ファイルを保存すると，
保存先に右のようなアイ
コンが表示されます。

●アイコンから直接開く
PowerPoint が起動していなくて

も，アイコンをダブルクリックして，
ファイルを開くことができます。

●拡張子
ファイル名の後ろに「.pptx」と

いうピリオドとアルファベットが
表示されていることがあります。
これは拡張子（かくちょうし）と
よばれるもので，ファイルの種類
を表します。

●拡張子の表示
Windowsの初期設定では，拡張

子は表示されないようになってい
ます。拡張子を表示するには，任
意のフォルダでメニューバー［整
理］ー［フォルダと検索のオプショ
ン］を選び，［フォルダオプション］
ダイアログボックスを表示させ，
［表示］タブで，［登録されている拡
張子は表示しない］をオフにして
（チェックをはずして），［OK］をク
リックします。

ファイルとして保存する
作成したデータをファイルとして保管するための操作が，保存です。

５プレゼンテーションを保存する・開く

保存したファイルを開く
保存したファイルを利用したいときは，ファイルを開きます。

［名前を付けて保存］ダイアログ
ボックスが表示される。

［ファイルを開く］ダイアログ
ボックスが表示される。

ファイル「PP_FIN」を開き，ファイルにふさわしい名前を付けて［ドキュメン
ト］に保存しましょう。

◆ 使用ファイル：PP_FIN
おすすめのお店



スライドに図形を追加すれば，よりわかりやすく効果的なプレゼン
テーションを作成することができます。図形を作成してみましょう。

●図形の作成
［図形］には，さまざまな図形のサンプルが用意されています。［ホ
ーム］タブの「図形描画」の［図形］から，ハートを描きましょう。

①「図形描画」の　（図形）
ボタンをクリックする。

②［基本図形］から （ハ
ート）をクリックする。

③ 作成したい位置で斜めに
ドラッグして，ハートを描
く。
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●ボタンの表示
ウィンドウの大きさによっては

［図形］ボタンは表示されません。
ウィンドウが小さい場合は，［図
形描画］をクリックして，描画す
る図形を選択します。

●正方形や正円を描く
（シフト）キーを押しなが

らドラッグすると，［直線］や
［矢印］は水平線や垂直線を，［四
角形］や［楕（だ）円］は正方形や
正円を描くことができます。

●図形の種類
図形には，「基本図形」のほか，

「星とリボン」や「吹き出し」な
どがあります。四角形や吹き出し，
ハートやリボンなど，多くの図形
には，中に文字を入力することが
できます。

図形を描く
［ホーム］タブの「図形描画」の機能を使って，直線や四角形，星やリボン
などの図形を描画することができます。

マウスポインタが＋に変わる。

Shift

１図形を描く
0

1

2

3

4

5

第３章　パワーポイント2007の便利な機能
◆使用ファイル：PP_02
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図形のサイズを変更したり，「図形描画」にあるボタンを使って，
図形に色を設定します。

●図形のサイズ変更，回転

① 図形をクリックして選択すると，周囲に
ハンドル（○や□）が表示される。

② ハンドルをドラッグすると，サイズが変
更される。

③ 回転ハンドルをクリックして，回転する。

●図形に色を付ける

①図形を選択する。

②［ホーム］タブの「図形描画」にある
（図形の塗りつぶし）ボタンの▼を

クリックする。

③ 設定したい色を選択する。
ここでは，［薄い青］をクリッ
クする。

④ 選択した色が，図形に設定
される。

●図形の移動やコピー
図形を選択し，ドラッグすると

移動します。 （コントロー
ル）キーを押しながらドラッグす
ると，図形がコピーされます。

●図形の中に文字を入力
図形を右クリックし，ショート

カットメニューから［テキストの
編集］をクリックします。

●クイックスタイル

（クイックスタイル）ボタン
をクリックし，目的のスタイルを
選ぶと，スタイルが設定されます。

●図形の枠線に色を付けるには
「図形描画」の　　（図形の枠
線）ボタンの▼をクリックして，
枠線の色の種類を選びます。

●効果を付けるには
「図形描画」の　 （図形の効
果）ボタンをクリックして，［影］
や［3-D回転］などを選びます。

図形の編集
描画した図形は，サイズを変更したり，移動したりすることができます。

Ctrl

ファイル「PP_02」を開き，スライドの任意の場所に［図形］の［星6］を挿入
し，［クイックスタイル］の［パステル-アクセント2］を設定しましょう。



PowerPointでは，スライドに写真やイラストなどの画像を挿入する
ことができます。

クリップアートは，「ビジネス」や「レジャー」などジャンルごと
にさまざまな種類が用意されています。キーワードを入力して検索し，
プレゼンテーションの目的に合わせて選ぶことが可能です。

①［挿入］タブの　 （クリップ
アート）ボタンをクリックする。

② キーワード（ここでは「本」）を入力し，検
索対象を選択し，検索をクリックする。

③ 一覧が表示されるの
で，挿入したいクリップ
アートを選んでダブルク
リックする。

④ クリップアート
が挿入される。

●クリップ
写真やイラスト，ビデオやサウ

ンドといったメディアコンテンツ
の総称。

●クリップオーガナイザ
［クリップアート］作業ウィン

ドウの下部に表示される［クリッ
プの整理］をクリックすると，ク
リップアートの追加や検索などを
行うことができる「クリップオー
ガナイザ」が表示されます。

●Office Onlineのクリップアート

インターネットに接続している
コンピュータでクリップアートを
検索すると，ウェブページに用意
されているクリップアートも利用
することができます。インターネ
ット上のクリップアートを利用す
るには，［クリップアート］作業
ウィンドウの［探す場所］の▼を
クリックして，［Webコレクショ

ン ］ の 　 を ク リ ッ ク し ，
［ Microsoft Office

Online］のチェック

ボックスをオンに
します。

●新しいスライドにクリップアー
トを挿入する
新しいスライドにクリップアー

トを挿入するには，プレースホル
ダにあるクリップアートのアイコ
ンをクリックし，［クリップアート］
作業ウィンドウを表示します。

クリップアートとは
クリップアートは，Microsoft Office共通のイラストなどの素材集です。
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２画像を挿入する

［クリップアート］作業ウィンドウが表示される。

クリップアートの挿入
テキストだけのスライドに比べ，クリップアートを利用すれば，スライド全
体にメリハリを付け，印象を強めることができます。

◆ 使用ファイル：PP_03

（注）インターネットに接続して

いない場合は，Of f i c e

Onlineのクリップアートは

利用できません。



スライドに画像ファイルを挿入しましょう。ここでは，花の写真を
挿入します。

①［挿入］タブの　 （図）ボタ
ンをクリックする。

② 挿入する画像ファイルを選択
し，［挿入］をクリックする。

③ スライドに画像が
挿入される。

●挿入できる画像ファイルの種類
スライドに挿入できる画像ファ

イルの代表的なものには，次のよ
うなものがあります。

●ディジタルカメラから直接画像
を取り込む

PowerPointでは，［図の挿入］ダ
イアログボックスでディジタルカ
メラから直接画像を取り込み，ス
ライドに挿入することができま
す。
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画像の挿入
ディジタルカメラで撮影した写真やCD-ROMの素材集に収録されたイラスト
などの画像ファイルを挿入することができます。

画像を挿入すると，
［図ツール］の［書式］
タブが表示される。

PowerPointでは，画像だけでなく，ビデオも挿入する

ことができます。
ビデオを挿入するには，［挿入］

タブの［ビデオ］の▼をクリッ
クし，［ファイルからビデオ］，
または［クリップオーガナイザ
からビデオ］をクリックします。

［クリップオーガナイザからビデオ］では，クリップ
アートに登録されたビデオを，［ファイルからビデオ］
では，ビデオファイルを挿入することができます。挿入
したビデオは，スライドショーを実行した際に再生され
ます。

GIF形式

JPEG形式

PNG形式

ビットマップ

TIFF形式

メタファイル

拡張メタファイル

ファイルの種類

.gif

.jpg

.png

.bmp

.tif

.wmf

.emf

拡張子

［図の挿入］ダイア
ログボックスが表
示される。サンプ
ルピクチャをタブ
ルクリックする。



挿入したクリップアートや写真などの画像は，サイズを変更したり，
トリミングをしたりすることができます。

●画像のトリミング

① 画像をクリックして選択
すると，画像のまわりにハ
ンドル（○や□）が表示さ
れる。

②［図ツール］の［書式］

タブにある　（トリミング）
ボタンをクリックする。

③ や のハンドルにマウス
ポインタを合わせて，ドラッグす
る。

④画像がトリミングされる。

●画像のサイズ変更

●トリミングとは
挿入した画像の一部分を切り取

り，表示範囲を変更すること。

●数値を指定したトリミング
［図ツール］の［書式］タブから，
「サイズ」の　 （ダイアログボッ
クス起動ツール）をクリックする
と，［配置とサイズ］ダイアログ
ボックスが表示されます。［サイ
ズ］タブで，トリミング範囲を数
値で指定します。

［配置とサイズ］ダイアログボ
ックスの［サイズ］タブで，画像
のサイズや倍率を数値で指定する
こともできます。

●図のスタイル
［図ツール］の［書式］タブで，
「図のスタイル」にあるボタンを
使うと，図の形状を変えたり，枠
線を付けたり，影や光彩，3-D回
転などの効果を図に設定すること
ができます。
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画像の編集
［図ツール］の［書式］タブで挿入した画像の編集をすることができます。

① 画像を選択し，○（ハンド
ル）をドラッグする。

② 画像のサイズが変更される。

ファイル「PP_03」を開き，［クリップアート］で「家」を検索し，スライドの
任意の場所に家のイラストを挿入しましょう。



ワードアートを利用すれば，見栄えのよいロゴやタイトルを簡単に
作成することができます。

ワードアートを使って，テキストをデザインしましょう。

①［挿入］タブの （ワードアート）ボタ
ンをクリックする。

② 使いたいワードアートのスタイルをクリ
ックする。

③ プレースホルダに，
テキストを入力する。

④［ホーム］タブで，
フォントを「HGP創英
角ポップ体」に，フォ
ントサイズを「44」に
変更する。 （文字列
を左に揃える）ボタン
をクリックする。

●ワードアートの移動
挿入したワードアートはドラッ

グして，移動することができます。

●ワードアートのサイズ変更
ワードアートを選択すると，周

囲にサイズ変更ハンドルが表示さ
れます。ハンドルをドラッグして，
サイズを変更することができます。
このとき，フォントサイズは変更
されません。

●図形の中のテキストにワードア
ートを設定するには
四角形などの図形の中のテキス

トにワードアートを設定するには，
テキストを選択し，［描画ツール］
の［書式］タブにある［ワードア
ートクイックスタイル］をクリッ
クします。一覧からスタイルを選
択します。
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３ワードアートの利用

ワードアートの挿入
ワードアートは，あらかじめ用意されたデザインからスタイルを選び，テキ
ストをデザインする機能です。

［ワードアート］の一覧が表示される。

［描画ツール］の［書式］タブが表示され，ワード
アートのプレースホルダが表示される。

◆ 使用ファイル：PP_04

ファイル「PP_04」を開き，スライドの任意の場所に［図形］の［正方形/長方
形］を挿入し，［クイックスタイル］の［パステル-アクセント2］を設定して，
テキストを入力します。次に，入力したテキストに［ワードアートクイックスタ
イル］で好みのスタイルを設定しましょう。



PowerPoint では，あらかじめ用意したサウンドファイルをスライド
に挿入して，再生することができます。

スライドにサウンドを挿入しましょう。
ここでは，作成中のスライドにサウンド
ファイルを挿入します。

①［挿入］タブの　 （ファイルからサ
ウンド）ボタンをクリックする。

② 挿入するサウンドファイルを
選択し，［OK］をクリックする。

③ サウンドの自動再生を確認す
るメッセージが表示される。こ
こでは，［自動］をクリックする。

④ スライドにサウンドのアイコ
ンが表示される。

●挿入できるサウンドファイルの
種類
スライドに挿入できるサウンド

ファイルの代表的なものには，次
のようなものがあります。

●サウンドの再生のタイミング
［クリック時］をクリックする

と，スライドショーの実行中にサ
ウンドのアイコンをクリックした
とき，サウンドが再生されます。
［自動］をクリックすると，ス

ライドショーの実行中にサウンド
が自動的に再生されます。

サウンドを挿入する
プレゼンテーションの重要なタイミングでサウンドを利用することで，プレ
ゼンテーション参加者の注目を集めることができます。
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４サウンドの挿入

クリップアートを挿入するように，
サウンドが挿入できます。［挿入］タ
ブの［ファイルからサウンド］ボタン
の▼をクリックし，［クリップオーガ
ナイザからサウンド］をクリックしま
す。［クリップアート］作業ウィンド
ウでサウンドを選び，挿入することが
できます。

WAVファイル
MP3ファイル
MIDIファイル

ファイルの種類

.wav

.mp3

.mid

拡張子

［サウンドの挿入］ダ
イアログボックスが
表示される。サンプ
ルミュージックをダ
ブルクリックする。

◆ 使用ファイル：PP_05
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スライドショーを実行して，挿入したサウンドを再生しましょう。

① 再生のタイミングが［自動］
のときは，スライドショーを実行
すると，サウンドが自動的に再生
される。

② 再生のタイミングが［クリッ
ク時］のときは，スライドにある
サウンドのアイコンをクリックす
ると，サウンドが再生される。

スライドに音楽CDのサウンドを挿入して，スライドショー実行中
に再生することができます。
①［挿入］の［ファイルからサウンド］
ボタンの▼をクリックし，［CDオーデ
ィオトラックの再生］をクリックする。

②［クリップの選択］で，再生
したいトラックを指定する。
③［OK］をクリックする。

④ サウンドの自動再生を確認する
メッセージが表示される。ここでは，
［クリック時］をクリックする。

⑤ スライドに音楽
CDのアイコンが表示
される。

●サウンドの試聴
スライドショーを実行せずにサ

ウンドを確認したいときは，スラ
イドにあるサウンドのアイコンを
右クリックし，表示されたメニュ
ーから［プレビュー］をクリック
します。

●音楽CDの自動再生
サウンドの自動再生と同じよう

に，［自動］をクリックすれば，
スライドショーの実行中に，自動
的に再生されます。

●音楽CDの再生
スライドショーで音楽CDの曲

を再生するには，あらかじめパソ
コンのドライブに音楽CDがセッ
トされている必要があります。

●CDオーディオツール
音楽 CDの曲を挿入すると，リ

ボンには［CDオーディオツール］
の［オプション］タブが表示され
ます。曲をプレビューしたり，ボ
リュームを変更したりなど，さま
ざまな設定を行うことができま
す。

サウンドの再生
挿入したサウンドは，スライドショーの実行中に再生することができます。

音楽CDの曲を挿入する
PowerPointでは，サウンドファイルだけでなく，音楽CDの曲を挿入するこ
とができます。

［オーディオ CDの挿入］ダイアログ

ボックスが表示される。

ファイル「PP_05」を開き，サウンドを挿入しましょう。クリップアートから
「応援」というサウンドを選び，スライドショーでサウンドを自動的に再生する
ようにしましょう。また，［サウンドツール］の［スライドショーのボリューム］
ボタンでボリュームを「大」に設定しましょう。



PowerPointでは，グラフや表を作成して，スライドに挿入すること
ができます。

スライドにグラフを挿入しましょう。

●Excel 2007 の起動

① グラフを挿入するプレースホルダの
［グラフの挿入］アイコンをクリックする。

②［グラフの挿入］ダイアログボ
ックスで，グラフの種類を選択す
る。ここでは［集合縦棒］を選択
し，［OK］をクリックする。

③ Excel 2007 が起動し，サンプル
のデータが入力されたデータシー
トとサンプルのデータをもとにし
たグラフが表示される。

●データの変更
データシートのデータを修正

し，グラフを完成させます。

① セルに正しいデータを入
力する。ここでは，列 C，D

を削除し，A1～B6のセルに
データを入力する。

② キーを押すと，入力が確定

し，グラフに変更が反映される。

●作業中のスライドにグラフを挿
入する
［挿入］タブの　 （グラフの

挿入）ボタンをクリックすれば，
現在表示されているスライドにグ
ラフを挿入することができます。

●Microsoft Graph

Excel 2007がないパソコンでは，
Microsoft Graph が起動します。

●セル
データを入力する１つ１つのマ

ス目のこと。選択され，操作の対
象となっているセルをとくに，ア
クティブセルとよびます。

●Excelの終了
（閉じる）ボタンをクリ

ックすると，Excel が終了し，
PowerPoint の編集画面に戻りま
す。

グラフを作成する
データをグラフ化すれば，視覚的にわかりやすいスライドを作成することが
できます。
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５グラフ・表の作成 ◆使用ファイル：PP_06

［グラフの挿入］ダイアログボックス
が表示される。

サンプルのデータ

サンプルのグラフ



●列の削除
列の削除は，削除したい列番号

をクリックし，［ホーム］タブの
［削除］ボタンをクリックします。

●列・行の挿入
行や列を挿入したいときは，挿

入したい行番号・列番号をクリッ
クし，［ホーム］タブの［挿入］
ボタンをクリックします。

●グラフの種類を変更するには
［グラフツール］の［デザイン］
タブにある［グラフの種類の変更］
ボタンをクリックし，［グラフの
種類の変更］ダイアログボックス
でグラフの種類を選択し，［OK］
をクリックします。グラフの種類
には，「縦棒」「横棒」「折れ線」
「円」「散布図」「面」「ドーナツ」
「レーダー」「等高線」「バブル」
「株価」の11種類があり，それぞ
れにいくつかの形式が用意されて
います。
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作成したグラフのデータを編集するには，まず，［グラフツール］

の［デザイン］タブにある　（データの選択）ボタンをクリックして，

Excel 2007 を起動します。

●データの編集
データの編集は，データシートで行います。データを変更してみま

しょう。
①データシートの行番号6をクリックして，行全体を選択する。

②［ホーム］タブの　　 （削除）ボ
タンをクリックする。

③ データシートから行6のデータが
削除され，グラフに反映される。

●グラフのスタイルとタイトルの変更
グラフのスタイルを「スタイル10」に変更します。
①グラフを選択し，［グラフツール］
の［デザイン］タブにある［グラフ
のスタイル］の　（その他）ボタン
をクリックし，［スタイル10］をク
リックする。

② グラフのスタイルが変更される。

③［グラフタイトル］をクリッ
クして，グラフタイトルを「お
すすめメニュー」に変更する。

グラフを編集する
作成したグラフは，あとからデータを編集したり，グラフの種類やスタイル
を変更したりすることができます。



スライドに表を挿入しましょう。

① 表を挿入するプレースホルダ
の［表の挿入］アイコンをクリッ
クする。

② 作成する表の列数と行数を指定する。
ここでは，列数「3」，行数「3」とする。
③［OK］をクリックする。

④ 3列×3行の表が挿入され，
［表ツール］の［デザイン］タ
ブが表示される。

⑤ セルをクリックし，テキス
トを入力する。

⑥ 表が完成したら，スライド上
の表以外の部分をクリックする。

●作業中のスライドに表を挿入す
る
［挿入］タブの　 （表）ボタン
をクリックすれば，現在表示され
ているスライドに表を挿入するこ
とができます。

●カーソルの移動
カーソルの移動は，キーボード

を利用すると便利です。
（タブ）キーで右のセルへ，
（シフト）キーを押しながら
キーで左のセルへ移動しま

す。また，カーソルキーを使って，
上下左右へ移動することができま
す。

表を挿入する
スライドに表を挿入することも可能です。表を挿入し，データをわかりやす
く整理して，プレゼンテーションすることができます。
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［表の挿入］ダイアログボックスが表示される。

PowerPoint では，Excel で作成した表やグラフを

コピーしてスライドに貼り付けたり，新しくExcel

のワークシートやグラフを挿入することができま

す。

Excel のワークシートを挿入するには，［挿入］タ

ブの［表］ボタンをクリックし，［Excel ワークシー

ト］をクリックします。

Excel で作成した表やグラフをコピーして，

PowerPoint に貼り付けるには，Excel の表やグ

ラフをコピーし，PowerPoint で，［ホーム］タ

ブの　 （貼り付け）ボタンをクリックします。

Shift

Tab

Tab

◆ 使用ファイル：PP_07



●列幅の変更

●表のデザインとレイアウトを変更する
①［表ツール］の［デザイン］タブで，「表スタイルのオプション」
の［タイトル行］と［縞
模様（行）］のチェック
をはずし，［縞模様（列）］
にチェックを付ける。

②「表のスタイル」の　（そ
の他）ボタンをクリックする。
一覧から［中間スタイル2ーア
クセント3］をクリックする。

③表の全セルを選択し，［表ツール］
の［レイアウトタブ］で （上下中
央揃え）ボタンをクリックする。

④ 表のデザインとレイアウトが変
更される。
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●行・列の追加と削除
［表ツール］の［レイアウト］

タブにあるボタンをクリックし
て，行や列の追加や削除などを行
うことができます。行・列の追加
や削除は，カーソルの置かれたセ
ルを基点に実行されます。

●SmartArtの利用
［挿入］タブの［SmartArtグ

ラフィックの挿入］を利用すると，
「リスト」や「循環」，「階層構造」，
「ピラミッド」などの図表を作成
することができます。

表を編集する
作成した表は，列幅を調整したり，［表ツール］の［デザイン］タブで，表
のスタイルなど，体裁を整えることができます。

① 列幅を変更したいセルとセ
ルの間の罫線にマウスポインタ
（ ）を合わせて，ドラッグする。

② 列幅が変更される。

行の高さを変更したいときは，行のセル
とセルの間にある罫線をドラッグする。

◆ 使用ファイル：PP_08

Excelファイル「PPEX_01」を開き，「2-D積み上げ縦棒」グラフを作成して，
PowerPointファイル「PP_06」に作成したグラフを挿入しましょう。



スライドのテキストやクリップアートなどにアニメーションを設定
して，より効果的なプレゼンテーションを作成することができます。

① アニメーションを設定
したいオブジェクトを選
択し，［アニメーション］
タブの［アニメーション
の設定］をクリックする。

② 作業ウィンドウの［効果の追加］
ボタンをクリックし，［開始］から，
［その他の効果］をクリックする。

③［開始効果の追加］ダイアログボックスで，ア
ニメーションの効果を選択し，クリックすると，
スライドペインにプレビューが表示される。プレ
ビューを確認し，［OK］をクリックする。

④アニメーションが再生さ
れる順番の番号（ …）
が表示される。

⑤再生の順番を変更するに
は，作業ウィンドウに表示
されるアニメーション効果
をドラッグして，順番を入
れ替える。また，アニメー
ション効果の再生のタイミ
ングも作業ウィンドウで設
定する。ここでは“それは
3丁目にある”を［クリッ
ク時］に，“喫茶「スーケ
ン」”を［直前の動作と同
時］に，“です！”を［直
前の動作の後］に設定する。

●アニメーション効果の注意点
アニメーション効果を利用する

と，スライドにメリハリが付き，
プレゼンテーションの参加者を飽
きさせないというメリットがあり
ます。しかし，あまりにアニメーシ
ョン効果を使い過ぎると，注意が
散漫になり，発表すべき内容が参
加者に伝わらないということにも
なりかねないので注意が必要で
す。

●アニメーション効果の再生
作業ウィンドウの［再生］ボタ

ンをクリックすると，アニメーシ
ョンを何回でも再生できます。

●スライドショーで効果を確認する
作業ウィンドウの［スライドシ

ョー］ボタンをクリックすると，
スライドショーが実行され，アニ
メーションの効果を確認すること
ができます。
特に設定していなければ，スラ

イドショーでは，アニメーション
が設定されたスライドが表示され
たときにマウスをクリックする
と，アニメーションが実行されま
す。（作業ウィンドウで，アニメ
ーションの開始をどのようにする
かを設定できます）

●アニメーションの自動再生
作業ウィンドウの［自動再生］

にチェックが入っていないと，ア
ニメーション効果を設定したり，
変更したときに，自動的に再生さ
れません。（ただし，初期設定で
は，チェックが入っています）

アニメーション効果の設定
アニメーション効果は，スライド上のテキストやイラスト，グラフ，図形な
どのオブジェクトに設定することができます。
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１アニメーション効果の利用
0

1

2

3

4

5

第４章　パワーポイント2007を使いこなす

［アニメーションの設定］作業
ウィンドウが表示される。

◆ 使用ファイル：PP_09
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●「開始」のアニメーション効果の例
［開始］のアニメーション効果は，フェードインなどオブジェクト

をはじめに表示させるときに使います。

●「強調」のアニメーション効果の例
［強調］のアニメーション効果は，オブジェクトを強調したいとき

に使います。

●「終了」のアニメーション効果の例
［終了］のアニメーション効果は，フェードアウトなどオブジェク

トを画面から消去させるときに使います。

●「アニメーションの軌跡」のア
ニメーション効果
［アニメーションの軌跡］のア

ニメーション効果は，アニメーシ
ョンの動きを自由に付けることが
できます。［アニメーションの軌
跡］から動きの種類を選択し，ス
ライドに軌跡を描きます。

●アニメーションの開始のタイミ
ング
アニメーションを開始するタイ

ミングは，「クリック時」「直前の
動作と同時」「直前の動作の後」
の3種類から選ぶことができます。

●アニメーションの速さ
アニメーションの速さは，「さ

らに遅く」「遅く」「普通」「速く」
「さらに速く」から選択します。
秒数が表示される場合もありま
す。

●［アニメーションの設定］のプ
ロパティ
アニメーションの種類によっ

て，使用する「色」や拡大・縮小
の「サイズ」などがプロパティに
表示されます。

●複数のアニメーション効果の設定
［ウェーブ］と［ディゾルブア

ウト］など，複数のアニメーショ
ン効果を組み合わせて設定するこ
とができます。

アニメーション効果の種類
PowerPoint2007で設定できるアニメーション効果は100種類以上あり，大きく
「開始」「強調」「終了」「アニメーションの軌跡」の4種類に分類されています。

［ブラインド］ ブラインドを開けるような動きで表示されます。

［ウェーブ］ 波打つような動きで表示されます。

［ホイップ］ ぶつかりながら消えていきます。

「PP_09」を開き，タイトルのテキスト「おすすめのお店を紹介します」にアニ
メーション効果を設定しましょう。効果の種類は［開始］から任意の効果を選び，
タイミングは「直前の動作と同時」に設定しましょう。
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画面切り替え効果を使うと，スライドを左から右にすべり込むよう
に表示するなど，スライドが切り替わるときの動きを設定することが
できます。

① 効果を設定したいスライド
を表示し，［アニメーション］
タブの「画面切り替え」にあ
る　（その他）ボタンをクリ
ックする。

② 一覧から，設定したい効果をクリックする。

③設定した効果が1回自動再生される。

④効果の速度を選択する。

（ ボタンをクリック
すると，設定した効果がすべ
てのスライドに設定される。）

●画面を自動的に切り替えるには
画面切り替えのタイミングで

［自動的に切り替え］をオン（ ）
にし，右のボックスで切り替えの
タイミングを秒数で指定します。

●画面切り替え効果の確認
［アニメーション］タブの　

（プレビュー）ボタンををクリッ
クすると，画面切り替えの効果を
何回でも再生でき，画面切り替え
効果を確認することができます。

●スライドショーで効果を確認する
［スライドショー］ボタンをク

リックすると，スライドショーが
実行され，画面切り替えの効果を
確認することができます。
スライドショーでは，画面切り

替えが設定されたスライドが表示
されると，自動的に画面切り替え
効果が実行されます。

●画面切り替え効果の注意点
画面切り替え効果もあまりに多

用し過ぎると，注意が散漫になり，
肝心の発表すべき内容が参加者に
伝わらないということにもなりか
ねません。
画面切り替え効果は，ポイント

となるスライドで利用しましょ
う。

画面切り替え効果の設定
画面切り替え効果は，スライドごとに設定したり，すべてのスライドに適用
したりすることができます。

スライド一覧表示モードにすると，アニメーション効果や画面切り替え
効果が設定されたスライドの左下
に，アイコン　 が表示されます。
このアイコンをクリックするこ

とで，効果のプレビューが実行さ
れ，どのような効果が設定されて
いるか確認することができます。

２画面切り替え効果の利用 ◆使用ファイル：PP_09

「画像切り替え」に適用された
効果が表示される。

ファイル「PP_09」を開き，画面切り替え効果を設定しましょう。効果は，「ワ
イプ」から適切なものを選びましょう。
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スライドの背景には，色やグラデーションのほか，図や写真，テク
スチャを設定することができます。

① 背景を設定したいスラ
イドを表示し，［デザイン］
タブの「背景」の　 （ダ
イアログボックス起動ツー
ル）をクリックする。

②［背景の書式設定］ダイアロ
グボックスで「塗りつぶし（図
またはテクスチャ）」をクリッ
クして，［クリップアート］を
クリックする。

③［図の選択］ダイアログボックスで挿
入するクリップアートを選択し，［OK］
をクリックする。

④ 背景にクリップアートが挿入さ
れる。

⑤［背景の書式設定］ダイアログボ
ックスの「引き伸ばしの比率調整」
でサイズを調整する。

●背景に写真を挿入するには
［背景の書式設定］ダイアログ

ボックスで，「図の挿入」の［フ
ァイル］をクリックして，ファイ
ルのある場所から目的の写真を選
択します。

●図をテクスチャとして並べる
［背景の書式設定］ダイアログ

ボックスで，「図をテクスチャと
して並べる」をオン（ ）に設定
すると，図がテクスチャとして表
示されます。

●背景にテクスチャを挿入するには
［背景の書式設定］ダイアログ

ボックスで，「テクスチャ」の▼
をクリックし，一覧から選択しま
す。

●図をうすくするには
［背景の書式設定］ダイアログ

ボックスの「透過性」で，％を指
定します。

背景にクリップアートを挿入する
背景画像の設定は，［デザイン］タブから［背景の書式設定］ダイアログボ
ックスを表示させて行います。

３背景画像の設定

［背景の書式設定］ダイアログボッ
クスが表示される。

［図の選択］ダイアログボックス
が表示される。

ファイル「PP_10」を開き，サンプルピクチャフォルダにある写真を選び，ス
ライドの背景に設定しましょう。

◆ 使用ファイル：PP_10



スライドのデザインは，あらかじめ用意されているさまざまなテー
マの中から選んで，変更することができます。

① テーマを変更したいスライドを表示し，［デザイン］タブの「テ
ーマ」にある　（その他）をクリックする。

② 使用できるテーマ
が一覧表示される。テ
ーマをポイントする
と，そのテーマがスラ
イドに適用されるの
で，確認しながら目的
のテーマを選択し，ク
リックする。

③ テーマが変
更される。

●テーマ
テーマとは，文字や図形など，

オブジェクトの配色やフォントな
どを組み合わせたスライドのデザ
インのことです
テーマを変更すると，背景の画

像だけでなく，フォントや配色，
オブジェクトの配置も変更されま
す。
使用できるテーマは24種類あ

ります。テーマには，それぞれ名
前が付けられています。

●背景を白紙にするには
テーマから「Officeテーマ」を

選択すると，スライドの背景が白
紙になります。

●テーマの配色を変更するには
［デザイン］タブの「テーマ」

にある［配色］ボタンをクリック
すると，配色のパターン一覧が表
示されます。ポイントすると，そ
の配色がスライドに適用されるの
で，確認しながら選択します。

テーマを変更する
テーマの変更は，［デザイン］タブの「テーマ」で行います。

30

４テーマの変更

ファイル「PP_11」を開き，スライドのテーマを「クール」に変更しましょう。

◆ 使用ファイル：PP_09

リボンの中に目
的のテーマが表
示されていると
きは，ここから
選ぶことができ
る。

現在使用されているテーマ



31

作成したプレゼンテーションをウェブページとして保存すれば，
ブラウザで表示することができます。ただし，ウェブページとして保
存した場合，アニメーションの動きなどが，もとのプレゼンテーショ
ン通りにならないことがあります。

●ウェブページとして保存
作成したプレゼンテーションをウェ

ブページとして保存します。
① Officeボタンをクリックし，［名前
を付けて保存］から［その他の形式］
をクリックする。

②［ファイルの種類］をクリッ
クし，一覧から［Webページ］
をクリックする。

③ 保存先とファイル名を確認し，
［保存］をクリックする。

④ （閉じる）をクリックして，PowerPointを終了する。

●ブラウザで表示する
①保存した「PP_12」HTML
ドキュメントを開く。

●Web（ウェブ）
World Wide Web（ワールドワイ

ドウェブ）を略したもので，頭文
字をとり，WWWともいわれます。

World Wide Webは，ウェブペー
ジをインターネットで配信するた
めのしくみのことです。

●セキュリティの警告
ブラウザが起動したとき，「セ

キュリティ保護のため，コンピュ
ータにアクセスできるアクティブ
コンテンツは表示されないよう，
Webブラウザで制限されていま
す。オプションを表示するには，
ここをクリックしてください...」
などのメッセージが表示されるこ
とがあります。メッセージが表示
されているところをクリックし，
［ブロックされているコンテンツ
を許可］をクリックします。

［セキュリティの警告］ダイア
ログボックスが表示されたら，
［はい］をクリックします。コン
テンツが表示されます。

これらのメッセージは，ウェブ
ページから［スライドショー］を
実行するときにも表示されること
があります。
また，「このプレゼンテーショ

ンの内容は，お使いのブラウザで
正しく表示されない可能性があり
ます。続行する場合は，次をクリ
ックしてください：ここ.」という
メッセージが表示されることがあ
ります。「ここ.」をクリックしな
くても表示されますが，アニメー
ションの動きなどが正しく表示さ
れない場合があります。

ウェブページとして保存
ウェブページとして保存すると，ブラウザ上でプレゼンテーションをするこ
とができます。

５ ウェブ上でプレゼンテーション ◆使用ファイル：PP_12

ファイル「PP_13」を開き，適当な名前を付けてウェブページとして保存しま
しょう。

保存中に，次のようなメッセージが表
示されるが，キャンセルしない。

［名前を付けて保存］ダイアログ
ボックスが表示される。

②ブラウザに表示される。
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プレゼンテーションで，発表の内容を印刷して配布すれば，参加者
がより内容理解を深めるのに役立ちます。PowerPointでは，作成した
スライドを使用目的に応じて，印刷することができます。

●ページ設定
スライドを印刷する前にスライドのサ
イズや印刷の向きなど，ページの設定を
する必要があります。
①［デザイン］タブの［ページ設定］
ボタンをクリックする。

② 印刷するスライドのサイズ，
印刷の向きを指定する。
③［OK］をクリックする。

●印刷プレビュー
ページ設定が終わったら，印刷プレビューで印刷イメージを確認し

ましょう。
① Officeボタンをクリックして，［印刷］
から［印刷プレビュー］をクリックする。

② 印刷プレビュー画面が表
示される。

●印刷の実行
印刷プレビューで確認したら，印刷を実行しましょう。
① Officeボタンをクリックして，［印刷］
から［印刷］をクリックする。

②「印刷範囲」「印刷部数」
などを設定し，「印刷対象」
が［スライド］になってい
ることを確認する。

③［OK］をクリックする
と，印刷が実行される。

●スライドのサイズ指定
［ページ設定］ダイアログボッ

クスの「スライドのサイズ指定」
では，レターサイズやA4，OHPな
ど，印刷対象を選ぶことで，自動
的にスライドの幅と高さを指定す
ることができます。

●［印刷プレビュー］から印刷を
実行する
［印刷プレビュー］タブにある

［印刷］ボタンをクリックして，
印刷を実行することもできます。
ボタンをクリックすると，［印刷］
ダイアログボックスが表示されま
す。

●［印刷プレビュー］画面を終了
する
［印刷プレビュー］タブにある

［印刷プレビューを閉じる］ボタ
ンをクリックすると，印刷プレビ
ューが終了し，PowerPointの編集
画面に戻ります。

●クイック印刷
Officeボタンをクリックして，

［印刷］から［クイック印刷］を
クリックすると，［印刷］ダイア
ログボックスは表示されず，すぐ
に印刷がはじまります。

スライドを印刷する
スライドの内容を紙などに印刷すれば，パソコンを持ち込めない環境であっ
ても，印刷物を使ってプレゼンテーションを行うことができます。

［ページ設定］ダイアログ
ボックスが表示される。

［印刷］ダイアログボックスが表示される。

６配布資料の印刷 ◆使用ファイル：おすすめのお店
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配布用の資料を印刷しましょう。
① Officeボタンをクリックして，［印刷］
から［印刷］をクリックする。

②「印刷対象」ボックスの
▼をクリックし，［配布資
料］を選択する。
③「配布資料」で１ページ
あたりのスライド数を指定
する。
④［OK］をクリックする
と，印刷が実行される。

発表者用の資料を作成するときは，ノートペインを利用して発表に
必要なメモを入力しておき，そのメモをスライドと一緒に印刷します。

①［表示］タブの［ノート］
ボタンをクリックする。

② 画面がノート表示になり，印刷のイメ
ージが確認できる。
③ ノートを印刷するには，Officeボタン
をクリックして，［印刷］から［印刷］を
クリックする。

④「印刷対象」ボックス
の▼をクリックし，［ノ
ート］を選択する。

⑤［OK］をクリックす
ると，印刷が実行される。

●配布資料や発表者用資料のペー
ジ設定
配布資料や発表者用の資料を印

刷するときのページ設定は，［ペ
ージ設定］ダイアログボックスの
「ノート、配布資料、アウトライ
ン」で設定します。

●配布資料の印刷
左の設定では，次のような配布

資料を印刷することができます。

●ノートペイン
スライドのメモを取る領域。標

準表示モードでは，スライドの下
に表示されています。

●発表者用資料の印刷
左の設定では，次のような発表

者用資料を印刷できます。

発表者用資料の印刷
スライドにメモを付けた内容をスライドと一緒に印刷して，プレゼンテーシ
ョン中に発表者が見る原稿を作成することができます。

配布資料の印刷
配布資料は，１ページに複数のスライドを配置して，印刷することができま
す。

［印刷］ダイアログボックスが表示される。

ファイル「PP_FIN」を開き，［印刷プレビュー］ダブの「ページ設定」で「印刷
対象」を［配布資料（2スライド／ページ）］に設定し，「印刷の向き」を［縦］
に設定して，1部を印刷しましょう。
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自分の学校の特徴を紹介するスライドを作成し，ウェブページとして保存しましょう。次の見本を例に
つくりましょう。

（１）自分の学校をウェブページで中学生に紹介しよう
0

1

2

3

4

5

総合演習

① 次の5枚のスライドを作成する 

1枚目： 自分の学校を紹介するタイトルスライ 
 ド（適当なデザインを選択） 

③［Webページ］の形式で保存する 

② すべてのスライドに適切な ｢画面切り替え 
　効果｣を設定する 

3枚目： 何かのグラフを作成（タイトルとグラフ 
 の表示にアニメーションを設定する） 

2枚目： 自分の学校の特徴を紹介するスライド 
 （背景は単色にして，クリップアート 
 または図形を挿入。また，文字には段 
 落番号を設定し，アニメーションを設 
 定し，1行ずつ表示されるようにする） 
 

4枚目： 図（写真）を挿入して，修学旅行など 
 の学校行事を紹介するスライド 

5枚目： 学校への勧誘の言葉を入力したスライ 
 ド（適当なデザインを選択） 

次の中からテーマを選んで，スライドを作成してみましょう。
① 修学旅行の行き先について，調べて紹介する。
② 自分の住んでいる市町村の魅力を伝える。
③ 文化祭のホームルーム企画を提案する。
④ 自分の趣味を紹介する。
⑤ 自分が所属する部活動の入部者を募集する。
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「フォトアルバム」の機能を使い，写真をスライドに挿入して，自動再生してみましょう。

フォトアルバムにするJPGなどの形式の写真を用意する 
（ここでは，サンプルピクチャを使うものとします） PowerPointを起動する 

［ファイル/ディスク］ 
ボタンをクリック 

挿入する写真を［Ctrl］キーを 
押しながらすべて選択する 

［挿入］ボタン 
をクリック 

［フォトアルバム］ 
をクリック 

［アニメーション］タブを選択 

最後に［すべてに適用］をクリック 「自動的に切り替え」にチェック 
を入れ，3秒を設定 

「クリック時」のチェックをはずす 

［フォトアルバム］ダイアログボック 
スで［作成］ボタンをクリックする 

（２）フォトアルバムをつくりましょう

さらに［スライドショー］タブの「設定」にある［スライドショーの設定］をクリックし，［スライドショーの
設定］ダイアログボックスで「Escキーが押されるまで繰り返す」にチェックを入れれば，フォトアルバムが繰り
返して表示されるようになります。

① 上で作成したフォトアルバムを保存するとき，［ファイルの種類］で［PowerPoint スライドショー（*.ppsx）］を選
んでみましょう。保存したファイルをダブルクリックすると，スライドショーが自動的にはじまります。

② 自分で撮った写真などを用意し，著作権や肖像権に気をつけて，フォトアルバムを作成してみましょう。
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文書や表を作成している最中に，操作方法がわからなくなってしま
ったり，疑問点が出てきたときは，ヘルプ機能を利用しましょう。
ヘルプの利用方法は，Word，Excel，PowerPoint，どれでも同じです。

ここでは，Wordのヘルプを例に見ていきます。

目次を表示して，文書を並べて表示する方法を調べましょう。

①　（Microsoft Office Word ヘルプ）をクリックする。

② ツールバーの　（目次の

表示）をクリックする。

③ 目次の［表示と移動］を

クリックする。

④［文書を並べて比較する］

をクリックする。

⑤　 （閉じる）をクリッ

クして，ヘルプを終了する。

●ショートカットキーを使う

ヘルプ：

●検索ボックスを利用する

［Wordヘルプ］ウィンドウの検

索ボックスに，調べたい事柄を入
力して， （Wordヘルプの検

索）をクリックします。

●オンラインでの検索

ヘルプには，Microsoft Officeを

インストールしたときにコンピュ
ータに保存されるヘルプと，イン
ターネットを接続しているときに
参照できるオンラインでのヘルプ
とがあります。［Office Online のコ

ンテンツ］を利用すると，最新の
ヘルプを参照することができま
す。

１ヘルプを使ってわからないことを調べる

巻末資料

ヘルプウィンドウの目次からトピックを検索する
初期設定では，ヘルプウィンドウは他のウィンドウの手前に表示されます。

［Word ヘルプ］ウィンドウ

が表示される。

「文書を並べて比較する」方
法が表示される。

F1
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ウィンドウ内の各部のはたらきや，リボンにあるボタンの機能など
を知りたい場合は，ポップヒントを利用すると便利です。

ポップヒントに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 が表示さ
れるときは， キーを押すと，ヘルプウィンドウが表示されます。
ポップヒントを利用して，［書式のコピー/貼り付け］のヘルプを見

てみましょう。

①［ホーム］タブの　（書式の

コピー/貼り付け）をポイント
すると，ポップヒントが表示さ
れる。

② キーを押す。

③「書式のコピー／貼り付け」

に関するヘルプが表示される。

●ダイアログボックスでのヘルプ

ダイアログボックスの右上に
は， （ヘルプ）ボタンがありま
す。クリックすると，ヘルプウィ
ンドウが表示されます。

そのとき開いているダイアログ
ボックスに関連したヘルプが表示
されます。

ポップヒントの利用
ポップヒントは，リボンにあるボタンや項目をポイントすると表示されます。

ポップヒントのスタイルは，3つあります。初
期設定では，「ポップヒントに機能の説明を表示
する」になっています。
ポップヒントのスタイルを変更するには，

［Officeボタン］から［Wordのオプション］をク
リックします。［Wordのオプション］ダイアログ
ボックスの［基本設定］で，［ポップヒントのス
タイル］ボックスの▼をクリックして，スタイル
を選びます。

PowerPointのヘルプを使って，スライド番号を挿入する方法を調べましょう。

F1

F1



２ プレゼンテーションのポイント
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効果的なプレゼンテーションを行うためのポイントには，話の組み立て方，話し方，発表用資料の表現，
発表時の動作などがあげられます。ここでは，PowerPointを使って発表用のスライドを作成する際のポイ
ントについて紹介します。

●話の展開
話を展開するためにはストーリーが必要です。一般的にプレゼンテーションのストーリーは，三段構成

などを利用して構成します。

三段構成は，起承転結に比べ，本論の内容をより強く印象付けることができます。起承転結で構成する
場合には，はじめに要約のスライドを付けるとよいでしょう。このほか，先に結論を述べてから，結論に
至った理由を説明する演繹法があります。

●ビジュアル表現のポイント
プレゼンテーションでは，グラフや図

解などで情報をビジュアル化すると効果
的です。ビジュアル化にあたっては，ス
ライドのデザインの統一感，文章表現の
わかりやすさ，視覚表現の見やすさなど
に注意して，内容が直感的に伝わり，強
く印象付けられるようなスライドを作成
することが重要です。

●プレゼンテーション評価項目例
プレゼンテーションのチェックポイントとして，次のような項目について自己評価するとよいでしょう。

三段構成 起承転結

プレゼンテーション時間配分例
時間配分を考え，本番までに

発表の練習もしておきましょう。
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一覧
ショートカットキーを知っていると，作業が速くなります。ここでは，Windowsを利用するときに知ってい
ると便利なショートカットキーを紹介します。

●よく使用するショートカットキー
キー操作 結　果

＋ 選択した項目をコピーする。Ctrl C

＋ 選択した項目を切り取る。Ctrl X

＋ 選択した項目を貼り付ける。Ctrl V

＋ 直前の操作を元に戻す。Ctrl Z

●ファンクションキーによるショートカットキー
キー操作 結　果

［Windowsヘルプとサポート］を表示する。

選択した項目の名前を変更する。

ファイルまたはフォルダを検索する。

●アプリケーションに共通するショートカットキー
キー操作 結　果

＋ ［開く］ダイアログボックスを開く。Ctrl O

＋　 上書き保存をする。Ctrl

＋ 新しいウィンドウを表示する。Ctrl

S

●その他のショートカットキー
キー操作 結　果

＋　 ［スタート］メニューを開く。

ドキュメントまたはウィンドウ内の項目をすべて選択する。

＋ ごみ箱に入れずに，完全に削除する。

＋Ctrl A

＋ ［コンピュータ］を開く。

＋ 選択した項目の「プロパティ」を表示する。Alt

●IMEのショートカットキー
キー操作 結　果

または 入力した読みを変換する。

ひらがなに変換する。

カタカナに変換する。

半角カタカナに変換する。

全角英数に変換する。F9

F6

F7

F8

F1

F2

F3

N

Ctrl Esc

Shift Delete

半角英数に変換する。F10

E

３ Windows のショートカットキー 一覧

変換
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