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PowerPoint の基本 

 
1. PowerPoint の画面 (右は標準表示) 
 
1.1. 表示モード 
• 画面右下の表示ボタンで切り替え 

 標準表示 
 スライド一覧表示 
 スライドショー 

• メニューバーの[表示]でも表示モードを

選択できる 
 標準，スライド一覧，スライドショー 
 ノート(スライドとノート)も選択可 

• メニューバーの[スライドショー]→[実行]
や F5 キーでもスライドショーを実行で

きる。 
• PowerPoint 2002 の標準表示では，スラ

イドのアウトラインに加え，スライドのサ

ムネイル (thumbnail 小さなプレビュー

画像) 一覧をタブで切り替えて表示する

ことができるようになった。 
 
1.2. メニューバー 

 
 [ファイル(F)]: プレゼンテーションの新規作成，読み込み，保存，印刷，Web 書

き出し等。 
 [編集(E)]: 編集一般。 
 [表示(V)]: 表示モードの切り替え，マスタ(プレゼンテーション全体に対するレイ

アウト設定ができる)の表示，ツールバーの表示／非表示 
 [挿入(I)]: ファイルやスライドに新しい要素を加える。 
 [書式(O)]: 文字からスライド，さらにはプレゼンテーション全体のスタイルを設定

する。 
  [スライドショー(D)]: プレゼンテーション実行と，プレゼンテーション時の動作

設定ツール。 
 
 
 
 
 
 
 
 

アウトラインペイン 
スライドペイン 

ノートペイン 
発表者が自分用のメモ

を書くことができる 

「テキストボックス」や「図」

を含め，PowerPoint ではス

ライド部品を全てまとめて

「オブジェクト」と呼ぶ。 

「オブジェクトの挿入」で，

Excel など，他のアプリケーシ

ョンで作ったデータの埋め込み

ができる。 
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1.3. ツールバー 
• ツールバーには，まとまった作業の中で使われる機能や，似

たような機能がボタンの形でまとめられている。画面にあら

かじめ表示されていることが多いのは，以下の３つ。 
 「標準」ツールバー 
 「書式設定」ツールバー 
 「図形描画」ツールバー (大学の PC では未表示) 

• ツールバーは，ウィンドウ中に表示することも，切り離して

利用することもできる。 
• ツールバー上の三角矢印は，ドロッ

プダウン式の選択メニューになっている。 
• ツールバー上にどのボタンを出すかは，ユーザが自由に設定できる。 
 
 
 
 
• ツールバーを表示・非表示にするには，メニューバーやツールバー上でマウスを右ク

リックするか，メニューバーから [表示] → [ツールバー] を選択し，一覧からメニュ

ーを選択する。 
 
1.4. スライド作成の基本手順 

1. PowerPoint の起動 
 「新しいプレゼンテーション」を作成 (起動時に新規作成される) 
 既存のプレゼンテーションを開く：メニューバーの [ファイル] → [開く]  

2. スライドの追加  
3. スライドの編集 

 スライドのレイアウト選択 
 テキストの入力と編集，フォントやレイアウトの指定 
 アニメーションやクリップアート，オートシェイプ（後述）や画像の挿入 

4. プレゼンテーションのデザイン設定（デザインテンプレート，画面切り替え効果） 
5. プレゼンテーションの実行テスト 
6. プレゼンテーションの（上書き）保存 
7. 発表 

 
2. PowerPoint におけるテキストの書き方 

どのような書き方が効果的か，自分で考えて記入してみよう 

  
  
  
  
  
  

繰り返し 
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 PowerPoint の扱うことができるテキストには，標準書式として 3 種類しかない。 

 タイトルテキストオブジェクト 

 箇条書きオブジェクト 

 テキストボックスオブジェクト (縦書き，横書き) 

 このうち，テキストボックスオブジェクトに入力したテキストは，アウトライン

ペインには表示されない。テキストボックスは，補足的な説明文や，注釈などを

入れるのに使い，重要な情報はタイトルテキストオブジェクトと箇条書きオブジ

ェクトを使って入力するよう心がけるとよい。 
 テキストの変り種として，もう一つ，ワードアート

がある。 [挿入] → [図] → [ワードアート] で挿入

できる。デザインの凝った，インパクトのあるテキ

ストができる。ワードアートで作ったテキストは，テキストボックスのテキスト

と同様，アウトラインペインには表示されないので注意。また，長いテキストで

ワードアートを利用すると，冗長になるので避けること。 
 テキストの体裁の変更：テキストの体裁を整え，見栄えの良いスライドにしよう 

• フォントの種類と大きさ 
• 字体（スタイル）と色の調整 
• 行そろえ 
• 段落前後および行間の調整 
• 箇条書きオブジェクトの行頭文字の種類変更 

※ 変更したい行頭文字の入ったテキストを選

択し，[書式] → [箇条書きと段落番号] を選

択。また，テキストを選択し，マウスを右ク

リックしてメニューを出すこともできる。 
• 箇条書きオブジェクトの行頭文字とテキストの間隔 

(インデント) の調整 
※ [表示] → [ルーラー] を選択し「ルーラー」

を表示させるとよい。 
 
3. オブジェクトの基本操作 
• 挿入 

 方法 1：メニューバーの[書式]→[スライドのレイアウト]でレイアウトの(再)適用 
 方法 2：メニューバーの[挿入]→オブジェクトの選択 

 
→[図] →[テキスト

ボックス] 
→[グラフ] →[表] →[オブジェクト] 

・クリップアート 
・ファイルから 
・オートシェイプ 
・(組織図) 
・ワードアート 
・(Word の表) 

・縦書き 
・横書き 

・Microsoft 
Graph 
によるグ

ラフ 

・表 ・特定のソフトウエアで

作成したオブジェク

トを挿入 

 [図]の組織図と Word の表，[グラフ]，[表]，[オブジェクト]については，後日改めて紹介する。 
 大学の PC では，[図]の組織図はトラブルが発生する可能性がある (昨年度までの場合)。 

 
 方法 3：他のソフトウエア上でコピーしたものを，PowerPoint 上で貼り付け(ペ

ースト) 
※ ショートカット： Ctrl + v (ペースト) 

同じ Office シ

リーズのWord
に似ているの

で便利 



「PowerPoint を使ったプレゼンテーション」第 2－3 回資料 2003 年 4 月 21 日(月) 

情報処理演習Ａ 担当：千葉庄寿 (schiba@reitaku-u.ac.jp) 4

 オブジェクト各部の名称： 
 
 
 

 
 
 
• 選択 

 選択：オブジェクト上でマウスをクリック 
※ Tab キーを押すと，オブジェクトが順番に選択される。 
※ 「図形描画」ツールバーの「オブジェクトの選択」ボタ

ン(右図参照)も使える。 
 オブジェクトを複数選択：Shift キーを押しながら，オブジェクトを順にクリック 

※ [編集]→[全て選択]でスライド上の全てのオブジェクトを選択できる。 
※ マウスを一定範囲でドラッグすると，その中にあるオブジェクトが全

て選択できる。 
 選択解除：選択を解除したいオブジェクトを，Shift キーを押しながらクリック 

 
• サイズ変更・移動・削除・コピー 

 サイズ変更：サイズ変更ハンドルをドラッグ 
※ 縦横の比率を変えずにサイズを変更したいときは，マウスを選択ボッ

クスの角にあるサイズ変更ハンドルに置き，Shift キーを押しながら

ドラッグする。 
 移動：マウスをオブジェクト上におき，ポインタが四方向矢印   に変わったら，

ドラッグする。 
※ 水平方向，または垂直方向にまっすぐ移動したいときは，Shift キー

を押しながらドラッグする。 
 削除：削除したいオブジェクトを選択し，Del または Back Space キーを押す(削

除されたオブジェクトはペーストできない)。 
 オブジェクトを別の場所に貼り付け(ペースト)したい場合は，[編集]メニュー，な

いしマウスを右クリックして [切り取り] または [コピー] を選択する。 
※ ショートカット： Ctrl + x (切り取り)；Ctrl + c (コピー) 

Ctrl + v (貼り付け)； Ctrl + d (コピー＆貼り付け) 
※ オブジェクトを同一スライド上にコピーするときは，Ctrl キーを押

しながら，オブジェクトをドラッグする。 
※ 同じオブジェクトを水平(ないし垂直)方向にそろえてコピーするとき

は，Ctrl と Shift を同時に押しながらオブジェクトをドラッグする。 
※ コピー＆貼り付けのショートカット Ctrl + d を使うと，同じオブジ

ェクトを等間隔で連続コピーすることができ便利。 
 
• オブジェクトの書式設定：オブジェクトをダブルクリックするか，オブジェクトを選

択し，右クリックして「書式設定」を開く (テキストボックスの場合はプレースホルダ

上にマウスを置いて操作する)。または，オブジェクトの任意を選択した状態で，メニ

ューバーの [書式] → [オートシェイプ] (ないし [プレースホルダ]) を選択しても，

そのオブジェクトの書式設定メニューが出る。 

 

プレースホルダ (未選択の状態) 

選択ボックス (選択済みの状態) 

サイズ変更ハンドル 
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4. オブジェクトとしての画像 
 

 クリップアート，オートシェイプ，ワードアート，テキストボックスのテキスト：

オブジェクトは全て，ベクトル情報として記録される。このため，サイズが変わ

ってもオブジェクトは同じように鮮明である。 
 

 画像ファイルを挿入した場合，オブジェクトはビットマップ単位で記録されてい

る。そのため，サイズが変わると，画像の質が落ちる。 
 
注意： PowerPoint 2002 には，ク

リップアートを管理する「クリップ

オーガナイザ」というツールが搭載

されている。このツールには，画像

ファイルをクリップアートとして

インポートする機能があるが，この

作業はハードディスクのデータを

書き換えてしまうので，大学のパソ

コンでは使わないこと。 
また，同様の理由で，「クリッ

プオーガナイザ」を利用してク

リップオンライン (Microsoft 
Clip Gallery LIVE)からクリッ

プを大学のコンピュータにダウ

ンロードしてはいけない。 
 

5. オートシェイプの挿入 
 
オブジェクトは，組み合わせが自由であり，工夫次第で非常にダイナミックで視覚的に訴

えるスライド画面を作ることができる。オートシェイプを使って，多彩な図解をつくるた

めの基礎的な練習をしてみよう。「図形描画」ツールバーから挿

入する図形を選択した後，マウスでドラッグして図形を書く。 
 

 よく使う図形：直線，矢印，四角形，楕円が「図形描画」ツールバーにボタンと

して出ている。 
 その他の便利な図形：「図形描画」ツールバーの「オートシェイプ」か

ら選択する。 
 矢印には，単純な線の矢印([直線]ボタンか，[オートシェイプ]の「線」

で選択)と，装飾性の高いブロック矢印([オートシェイプ])がある。 
 オートシェイプ編集のヒント 

※ Shift を押しながらドラッグすると，正方形，円，水平・垂直方向に伸び

る直線，正三角形など，比率の決まった形に整形できる。挿入時でも，編集

時でも，ＯＫ。 
※ 黄色いハンドル  で一部の図形の形状を調整できる。 

 PowerPoint 2002 から，タイトル等一部を除くオブジェクトに，回転ハンドル (緑
色) がついた。マウスを使い，簡単に 図形等

を回転させることができる (回転に ついて

は以下の 6. も参照。 
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6. オブジェクト編集の応用技術 
 
複数オブジェクトを挿入すると，配置や形状の微調整が必要になる。PowerPoint では，オ

ブジェクト全般に使える，以下のような便利な機能がある。 
 
• 複数オブジェクトの配置の調整 

 重ね合わせ(順序)：オブジェクトを選択し，「図形描画」ツールバーから[図形の調

整]→[順序]でオブジェクトの順序(どちらが上になるか)を決定。 
※ 大きなオブジェクトの後ろに隠れてしまったオブジェクトは，Tab 

キーで選択してから，「図形描画」ツールバーを開くとよい。 

 整列：整列させたいオブジェクトを選択し，「図形描画」ツールバーから[図形の調

整]→[配置／整列]でオブジェクトの並べ方を指定する。 
※ [用紙に合わせる]をチェックすると，スライド全体に対して画像を整

列させることになる。チェックを外すと，オブジェクト間の相対的な

位置関係を調整する。 

 位置の微調整：オブジェクトを選択し，「図形描画」ツールバーから[図形の調整]
→[微調整]で移動方向を指定する。 

※ 実際には，オブジェクトを選択してから矢印キーを使って移動させた

ほうが便利。また，ごく細かい位置の微調整は，Ctrl + 矢印キーで

できる。 

 反転，回転：オブジェクトを選択し，図形描画」ツールバーから[図形の調整]→[反
転／回転]で回転方向を指定する。 

※ 「図形描画」ツールバーの「自由に回転」ボタン(右図)も使え

る。Shift を押しながら図形を回転させると，15 度ずつ回転する。 
 
• グループ化：複数のオブジェクトをまとめて移動，サイズ変更，コピーする際に便利 

 グループ化：複数のオブジェクトを選択し，「図形描画」ツールバーから[図形の調

整]→[グループ化]。 
 グループ解除と再グループ化：グループ化したオブジェクトをクリックし，[グル

ープ化]の要領で[グループ解除]を選択。また，解除したグループに属していたオ

ブジェクトを一つクリックし，[再グループ化]を行なうこともできる。 
※ 「スライドのレイアウト」で指定したオブジェクト(プレースホルダ

がついているもの)は，グループ化することができない。 

 


