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⽬次
1. スライドの設定

フォーマットの決定 /  デザイン / スライドのサイズ・向き

2. 挿⼊
テキストボックス /  図形 / SmartArt / 画像 / ⾳声・動画

3. 画⾯切り替え
オプション

4. アニメーション
追加 /   グループ化 / アニメーションウィンドウ

5. スライドショー
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スライドのフォーマットの選択→“新しいスライド”
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1-1. スライドの設定＞フォーマットの決定

【このページでできるようになること】
ü スライドのフォーマットを選択できる！
ü スライド全体の編集ができるようになる！

①
①新しいスライド

･･･スライドを増やす
②レイアウト

･･･⽂字・画像を置く場所のひな形
③リセット

･･･フォントなどが初期の状態に戻る
④セクション

･･･スライドごとのまとまりを作る

1. [新しいスライド]をクリック

2. 好きなレイアウトを選択

3. ⾃分が使⽤したいレイアウトをク
リックすれば完了！

②
③
④
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スライド全体の編集→”セクション“を活用

• テーマごとにセクションで区切ることで，セクション単位で折り畳み
や展開ができるようになる

• 不要なスライドを隠す事により，全体の編集・閲覧がしやすくなる

【このセクションでできるようになること】
ü スライドのフォーマットを選択できる！
ü スライド全体の編集ができるようになる！

1. 区切りたい位置を選択

2. ［ホーム］タブをクリック

3. の［▼］をクリック

4. “セクションを追加”をクリック

1-1. スライドの設定＞フォーマットの決定
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1-2. スライドの設定＞スライドのデザイン

1. 〔デザイン〕をクリック

2. 図の中にある〔 〕をクリック

3. 背景デザイン⼀覧から使いたいデザインを選ぶ

4. 〔バリエーション〕ではデザインの⾊も変更できる

【このセクションでできるようになること】
ü ⾃分の好きな背景デザインを選べるようになる！
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1-3. スライドの設定＞スライドのサイズ・向き

【このセクションでできるようになること】
ü スライドのサイズ・向きを設定できるようになる！

1. 〔デザイン〕をクリック

2. ツールバーの右端付近にある〔 〕をクリック

3. [標準(4:3 縦横⽐)] または [ワイド画⾯(16:9)] または
[ページ設定] を選択します。

4．[スライドのサイズ指定] の横にある［▼］をクリックし、
オプションを選択すると，A3やB4に変更することができます。

5．〔⽅向〕の〔スライド〕で、スライドの向きを変更できる。
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1. [挿⼊] タブの [テキスト] グループで [テキストボックス] をクリック
します。

2. スライド上に、⽬的のサイズのテキストボックスをドラッグして描
きます。

3. テキストを追加するには、ボックス内をクリックし、テキストを⼊
⼒するか貼り付けます。

ü テキストボックスをコピーする
1. コピーするテキストボックスの境界をクリックします。
2. Command キーを押しながら C キーを押します
3. コピー先を選択して Command キーを押しながら V キーを押し、
テキストボックスに貼り付けます

ü テキストボックスを削除する場合
1. テキストボックスの境界をクリックし、Del キーを押します
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2-1. 挿入＞テキストボックス

【このセクションでできるようになること】
ü スライド内で⾃由にテキストを打ち込めるようになる！
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2-2. 挿入＞図形・アイコン・３Dモデルの挿入

【このセクションでできるようになること】
ü イメージ画を⾃分で挿⼊して、⾒栄えのよいスライドを作れる！

[挿⼊] タブの[図形]、[アイコン]、または [3Dモデル] から，挿⼊できます。

1. ⽬的の図形をクリックし、図形をドラッグして配置や⼤きさを決定します。

ü 図形，アイコン，3Dモデルのコピー，削除はテキストボックスと⼿順が同
じです！
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2-3. 挿入＞画像の挿入

【このセクションでできるようになること】
ü インターネット上や⾃分のPC上の画像を挿⼊して、
⾒栄えのよいスライドを作れる！

初めにいずれかの操作を⾏います。
ü ⾃分の PC 上の画像の場合は、[挿⼊]、[写真] の順に選択します。
ü Web 上の画像の場合は、[挿⼊]、 [写真] 、[オンライン画像] の順に選択します。

※インターネットに繋がっていないと使えない
※ネット上の画像には著作権が存在する
※私的利⽤であれば問題はないが、レポート等に使⽤する場合は
引⽤を提⽰し著作権を侵害しないよう注意する

※サイトによって著作権フリー等の規定がある
※参照元のサイトの利⽤規約にそって利⽤する

オンライン画像を使⽤するときの注意点
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SmartArtとは？：複雑な組織図、⼿順などといった構造図を簡単に
作ることができるレイアウト素材のこと

2-4. 挿入＞SmartArtの挿入

【このセクションでできるようになること】
ü SmartArt グラフィックを作成して、⾃分のメッセージや考えを情報
を視覚的に表現することができる！

1. [挿⼊] タブで [SmartArt] をクリックします。

2. 以下のリストから、使⽤する種類とレイアウトをクリックします。
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【⾳声】
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1. [挿⼊]の[メディア]から、[オーディオ]を選
択

2. [オーディオをファイルから選択] を選択

3. ファイルから、追加するオーディオファイ
ルを選択

4. オーディオアイコンとコントロールがスラ
イドに表⽰される

5. [標準] ビューまたは [スライドショー] 
ビューで、アイコンをクリックし、[再⽣] 
をクリックして⾳楽またはその他のサウン
ドを再⽣する

【動画】

1. [挿⼊] タブの [ビデオ] の下にある「▼」をクリックし、
[ファイルからムービーを選択] をクリック

2. ファイルから、⽬的のビデオを探してクリックし、
[挿⼊] をクリック

2-5. 挿入＞音声・動画

【このセクションでできるようになること】
ü SmartArt グラフィックを作成して、⾃分のメッセージや考えを情報
を視覚的に表現することができる！
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1. 画⾯切り替えを追加するスライドを選択

2. [画⾯切り替え] タブを選択し，好みの切り替えを選択
3. [効果のオプション] を選択して、切り替えの⽅向や種類を編集

3. 画面切り替え

【このセクションでできるようになること】
ü 次のスライドに移動するときに表⽰される視覚的効果を活⽤して，
より魅⼒的なスライドを作成できる！
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アニメーションの種類
○開始…⽂字や図形などが出現
○強調…⽂字や図形などを強調
○終了…⽂字や図形などが消失
○軌跡…⽂字や図形などが移動

1. アニメーションを設定するオブジェクト
またはテキストを選択

2. [アニメーション]タブをクリックし、⽬的
に沿ったアニメーションを選択

3. [効果のオプション] を選択し、効果を選択

4-1. アニメーション＞アニメーションの追加

【このセクションでできるようになること】
ü ⽂字や図表に動きをつけて，効果的なスライドを作成できる！
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4. 1つのオブジェクトに複数のアニメーションをつけたい場合は，
[アニメーションの追加]を選択

5. 横にある[アニメーションウィンドウ]でアニメーションの順
序やタイミングを編集/ここでアニメーションを削除すること
もできる

6．追加した[アニメーション]の横にある数字をクリックすると、
スライドの⽅向や⾳を付け加えられる。

4-1. アニメーション＞アニメーションの追加
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1. グループ化したい画像や⽂字が
全て含まれるようにドラッグする

※[Shift+クリック]でも右
のようになる

4-2. アニメーション＞グループ化

2. 右クリックして[グループ化]を選択
※グループ化を解除するときは[グループ解除]

グループ化された図形をクリックした後に、
もう⼀度クリックすると１つの図形のみの編
集が可能

グループ化とは：複数の図形を１つの図形として扱える

【このセクションでできるようになること】
ü グループ化で効率的にアニメーション編集ができる！
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• 「最初から」→スライドを 1 枚⽬から
• 「現在のスライドから」→選択したスライドか
ら

5. スライドショー

ü リハーサルを⾏う場合
→[アニメーション]タブの[リハーサル]を選択

ü 実際にプレゼンテーションを⾏う場合
→[スライドショー]タブを選択


