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要旨 
 
 
 
 
 情報社会化が進んでいる現在、自分の考え方や意見などの情報を相手に伝達する手段と
してプレゼンテーションを実施する機会が増え、より効果的に伝達する能力を備える必要
性が高まってきている。 しかし、プレゼンテーションを専門的に学習する機会が少ない
のが現状である。プレゼンテーション学習・教育面において専門書による学習と実際に人
前でプレゼンテーションを行う実践学習の両方を同時に学習する機会は少ない。 
 
 本研究では、段階的にプレゼンテーションの品質を高めるために、先行研究（金ヨンソ 
プレゼンテーション製作法に関する学生向け学習方式  [2016]）で作成された学習ホーム
ページの内容に沿ったテキストを用いてワークショップを行う。学習の対象者は、先行研
究が授業の課題提出を目的とした初級者向けであったのに対し、本研究ではビジネスコン
テストに応募経験があるような中上級者である。対象者に自身のプレゼンテーションスキ
ルや現状を認識させて自ら目標を立てて学習を進めるために制作の段階毎の学習進捗評価
方法とそれに基づくフィードバック作成法を開発した。 
 
 
 ワークショップを開催し、参加者から提出されたパワーポイント資料を基に開催前後の
改善効果を分析した。その結果、参加者の全体効果として文字数の削減とコンテンツの増
加による資料の洗練効果が明らかになった。中間派の学生では、４回にわたるワークショ
ップのうちの２回目におけるコンテンツ学習において顕著な学習効果が見られた。これに
より中間派の学生は、視覚的表現力不足なのでコンテンツ学習が有効であることが示され
た。 
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第1章  序論 
1.1 研究背景 
 
 情報社会化が進んでいる現在、自分の考え方や意見などの情報を相手に伝達するツール
としてプレゼンテーションを実施する機会が増え、より効果的に伝達する能力を備える必
要性が高まってきている。特に、従来では営業やマーケティング部門にとっては、製品や
サービスの説明をする役割としてプレゼンテーションをしていたが、近年では開発者達が
開発からプレゼンテーションまでのすべてを求められる時代となってきている。また、企
業の間だけではなく大学での教育過程の中で課題の発表や自己アピールなどの際にプレゼ
ンテーションを経験することの多い時代となった。そして、学生時代に培ったプレゼンテ
ーション能力が社会や企業の中で重要な能力要素の一つとなっている。 
 しかし、プレゼンテーションを専門的に学習する機会が少ないのが現状である。プレゼ
ンテーション学習・教育面において専門書による学習と実際に人前でプレゼンテーション
を行う実践学習の両方を同時に学習する機会は少ない。 
 

1.2 研究目的 
 
 本研究では、段階的にプレゼンテーションの品質を高めるために、先行研究（金ヨンソ 
プレゼンテーション製作法に関する学生向け学習方式  [2016]）で作成された学習ホーム
ページの内容に沿ったテキストを用いてワークショップを行う。学習の対象者は、先行研
究が授業の課題提出を目的とした初級者向けであったのに対し、本研究ではビジネスコン
テストに応募経験があるような中上級者である。対象者に自身のプレゼンテーションスキ
ルや現状を認識させるという面での自己分析能力向上を図るために制作の段階毎の学習進
捗評価方法とそれに基づくフィードバックを導入した。基本的なプレゼンテーションスキ
ルが身についており更に高いレベルのスキルを身につけようとする学生を対象とする。 
 
1.3 論文の構成 
 
 本論文は全 6章から構成される。 
 
第 1章では、本研究の背景、目的を示し論文の構成を述べる。 
 
第 2章では、プレゼンテーションのスキルの重要性と学習の課題について述べる。さらに
静岡大学情報学部におけるプレゼンテーションの現状と課題について述べる。 
 
第 3章では、プレゼンテーションワークショップの企画について述べる。 
 
第 4章では、第 3章で述べたワークショップの成果について述べる。  
 



 7 

第 5章では、ワークショップ参加者のスキルアップの状況とフィードバック・学生のタイ
プ別効果について述べる。 
 
第 6章では、結論と今後の課題を述べる。 
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第2章  プレゼンテーションのスキルと学習の課題 
 
2.1 プレゼンテーションとは 
  

 

図 1 双方向のコミュニケーションとしてのプレゼンテーション 

 

 アントニー・ジェイは著書「Effective Presentation」（参考文献 [1]）において、プ
レゼンテーションとは、情報伝達の手段の一種で、聴衆に対して情報を提示し、理解・納
得を得る行為を指す。言葉通りにプレゼンテーションは説得することであると述べてい
る。また、菅野誠二は著書「外資系コンサルのプレゼンテーション術」（参考文献 [2]）
において、プレゼンテーションとは、発表・提示という意味だけではなく、聞き手への
「アイディアのプレゼント」である。その目的として、対象相手に新たな認識を与えた
り、判断や行動を促したりすることであると定義している。つまり、プレゼンテーション
とは、発表者が聴衆に情報を提示したことに対し、聴衆が興味・理解を示し意思決定を行
うための双方向的なコミュニケーションであるといえる。 
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2.2 プレゼンテーションの重要性 
 

 
図 2 一般社団法人日本経済団体連合会ホームページ HP Policy（提言・報告書）ページ 2017 年 11

月 27 日 労働 2017 年度 新卒採用に関するアンケート調査結果 PDF より引用（参考文献[3]） 

 
 プレゼンテーションスキルはコミュニケーションを効果的に行う手法として用いられて
いる。コミュニケーションスキルが社会の中でどれほど重要視されているのかを一般社団
法人日本経済団体連合会（以下経団連と省略する）の調査によって明らかにされている。
経団連による「新卒採用に関するアンケート調査結果」（参考文献[3]）によってコミュ
ニケーションスキルの重要性が示されている。これによると、コミュニケーション能力の
項目で 2001年には約 50％程度の企業しか重要視していなかったが、それ以降上昇し続
け 2017年には 80%以上の企業が重要視するようになりその後も重要視する項目の中で
最も数値の高い項目となっている。社会的に求められている重要な能力要素の一つとなっ
ている。 
  
2.3 プレゼンテーションの構成方法 
 バーバラ・ミントは著書「考える技術・書く技術」（参考文献 [4]）において、「わか
りやすい文書は、主題に関するさまざまなメッセージ同士の関係を正確にわかりやすく表
現することから生まれ、正しく構成すれば、これらのメッセージは常にひとつの考えを頂
点とし、いくつかの要約層で成り立つピラミッドを形作ります。」と述べ、その手段とし
て演繹法と帰納法について紹介している。 
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2.3.1 演繹法的理由づけ 

 
図 3 演繹的理由づけの仕組み（参考文献 [4]） 

 
 
 演繹法は、自分の頭の中で考える場合や問題解決をする際に自然と用いられる思考パタ
ーンである。１本のロジックラインで展開し、最後に全てをまとめた結論へと導く手段で
ある。そのため結論はひとつ前のロジックに大きく依存する。演繹的理由づけとは、三段
論法の形で表現され、２つの前提（大前提と小前提）から結論が導かれる論証形式であ
る。 
・世の中に実在する状況について述べる 
・同時にもうひとつ世の中に実在する関連状況について述べる 
・同時に世の中に実在する上記２つの状況が意味することについて述べる 
 
上記の３つを満たすことが演繹的理由づけを満たす条件である。 
Perfect Presentation（参考文献 [5]）の著者八幡紕芦史氏によれば、プレゼンテーショ
ンの構成を演繹法によって構成した場合、問題解決なプランや現状打破のためのポリシー
を提案するのに最適であると述べている。 
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2.3.2 帰納法的理由づけ 

 
図 4 帰納的理由づけの仕組み（参考文献 [4]） 

 
 帰納法は、同じ種類の事実や考えをグループとしてくくり、そのグループ内の類似性に
ついて言及する演繹法よりも創造的な思考パターンである。帰納的理由づけとは、考えや
自称などのいくつかの異なるものに何かしらの類似点を発見し、グループにまとめた上で
その類似点について意見を述べる論証形式のことである。 
 
・グループ化した考えを定義づける技術 
・その中で不釣り合いなものを見極める技術 
 
上記の２つの技術を習得することが帰納的理由づけの条件を満たす。 
菅野誠二氏は著書「外資系コンサルのプレゼンテーション術 課題解決のための考え方＆
伝え方」（参考文献 [2]）において、帰納法の長所は結論と根拠が対構造で単純明快でわ
かりやすいこと。異なる根拠が、なん度も繰り返されつつ、結局は同じ結論を支えて主張
されているので、行動重視で直感的な判断をする聞き手を説得する際に適している、と述
べている。 
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2.3.3 プレゼンテーション的理由づけ 

 
図 5	 PREP法に基づくプレゼンテーション的理由づけの仕組み 

 
 中村かすみ・中嶋秀隆・マットシルバーマンらは著者「できる・使えるプレゼン術」
（参考文献 [6]）において、要領よく物事の説明をするような際には PREP法が効果的で
あると述べている。PREP法とは、Point（結論、一番言いたい部分）、Reason（理由、
具体的な説明）、Example（事例や具体例、提案）、Point（結論、一番言いたい部分）
の順に論理展開する文章構成方法のことである。 
 プレゼンテーション的理由づけの仕組みとして、Point（主張）、Reason（理由）、
Example（提案）、Point（メッセージ、提案策）に話題を帰納法的理由づけによって分
類し、演繹的理由づけによって話題の中で流れを作ることを図５で示している。プレゼン
テーションの話を組み立てる時の１つの手法として考えられ、コンテストや課題の発表な
ど聞き手が大人数で聴衆分析を細かく行うことが難しい場合に効果的であると思われる。
この PREP法を利用することで、主張・まとめ段階の強化によってメッセージ性を高
め、理由・提案段階を簡素化する効果を期待し本研究の教育方針として採用した。 
 
 
2.4 プレゼンテーションの学習方法 
 
2.4.1 プレゼンテーションスキルの学習方針 
 
 ジーン・ゼラズニーは著者「マッキンゼー流プレゼンテーションの技術」（参考文献 
[7]）において、事前の準備を入念に行うようになり、必要なスキルが身につき、さらに
それなりの経験を積んだので、思わぬ事態に陥っても、あわてることが少なくなったから
である。上達の道はこのプロセスにある、と述べている。また、中村かすみ・中嶋秀隆・
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マットシルバーマンらは著者「できる・使えるプレゼン術」（参考文献 [6]）において、
プレゼンテーション＝コミュニケーション能力は一朝一夕で養えるものではありません。
あらゆる状況に対処できるようなプレゼン能力は、数多くの実践を通して身につけていく
ものです、述べている。Kevin Carroll・Bob Elliott 氏らは著書「ビジネスは 30秒で話
せ！」（参考文献 [8]）において、スキルを上達させるためには、自分で練習の機会を作
り経験を積むことであると述べている。スキルアップをするためには、基礎的な知識やス
キルを身につけ、その上で経験を積み重ねることで得られるものであるのではないか。 
 
 
 
2.4.2 従来のプレゼンテーションの学習方法その比較 
 
 プレゼンテーションスキルを向上させる方法について、下記 6つの方法を取り上げて、
その特徴と期待効果及びデメリットを述べる。 
 
1)  ネットでプレゼンテーションスキルに関する情報収集 
ネット上でプレゼンテーションスキル及びそれに付随する情報を収集し、学習する。利点
としては、ネット環境が整っていれば世界中のプレゼンテーションに関する情報から学習
することができる。しかしネット上では、個人的な意見を載せたコンテンツが多く、断片
的な情報であり学習機能を果たすものは少ない 。また、個人学習となるので学習モチベ
ーションを上げることが難しい。 
 
2)  プレゼンテーションに関する書籍を読む 
市販されているプレゼンテーションに関する書籍は多い。専門的で正確な知識を基礎的な
レベルから上級者向けのレベルの知識やノウハウを得ることができる。しかし、書籍を入
手するための時間を含めて知識の取得に時間がかかる。また書籍の内容の傾向や質によっ
て得られる知識も影響される。学習したいプレゼンテーションスキルの分野の自己分析が
できていて且つそれに合う書籍を効率よく探す必要がある。 
 
3) 他人のプレゼンテーションを評価する 
有名なプレゼンテーションや周りの人々のプレゼンテーションを鑑賞し、プレゼンテーシ
ョンの質の違いについて理解を深めることができる。また、鑑賞によって良いと感じたプ
レゼンテーションの技術や手法を自分で応用してみることもできる。しかし、様々なプレ
ゼンテーションの例に接する必要があるため、学習に時間がかかる。また、自分の興味の
あるプレゼンテーションには偏りができてしまい知識に偏りができてしまう。 
 
4) プレゼンテーションスキルを高める講義を聴く 
教育機関で行われるプレゼンテーションの講義に参加することで基本的な内容から高いレ
ベルの内容まで自分のレベルに合わせた学習をすることができる。有料で行われている場
合が多い。学生の場合は、学校で関連授業を受けることもできる。しかし、プレゼンテー
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ションスキルだけを教える講義や教育機関は少ない。したがって質の高いプレゼンテーシ
ョンを行いたいと思った時に即座にプレゼンテーションスキルを高めるのは難しい。 
 
 
5)  他人から評価をしてもらう 
プレゼンテーションスキルが高い人にコメントをしてもらうことで、新しいアイデアを得
たり、自分のプレゼンテーションレベルを自覚したりしながらプレゼンテーションスキル
を向上することができる。直接的にコメントや感想を聞けるのでスキル向上に良い影響を
与えることができる。しかし、相手とコミュニケーションをとるための時間や場所的な制
約がある。 
 
6)  プレゼンテーションを相互評価する 
プレゼンテーションを発表する場において他人のプレゼンテーションを評価することで自
分のプレゼンテーションと相対評価することで分析・学習ができ、他のプレゼンテーショ
ンへの評価方法を習得することができる。また、その場で改善点やアドバイスを受けるこ
とができるのでスキル向上を期待できる。しかし、人数制限や場所などの制約がある。 
 
  
 
2.4.3 学習方法の比較 
 

 ６つの学習方法を、専門知識の習得、時間制限、空間制限、経済的制限、自習可能度、
学習頻度、人数制限の７個目から比較検討を行いまとめた結果が下の表である。それぞれ
の長所（○）と短所（×）とその中間（△）という比較となっている。 

表 1 ６通りの学習方法の比較 

 
 ネット検索 関連書籍を読む 他人のプレゼン鑑賞 専門講義に参加 他人からの評価を受ける 相互評価する 
専門知識の習得 △ ○ × ○ △ △ 
時間制限なし △ × × × × × 
空間制限なし △ ○ × × × × 
経済的制限なし ○ △ ○ × ○ ○ 
自習可能 △ ○ ○ △ × × 

学習頻度が高い ○ △ × × △ △ 
人数制限がない ○ ○ △ × △ △ 

  

 効率的にプレゼンテーションスキルに関する基礎的な知識学習をするには、ネット検索
または関連書籍を読む学習法が適している。そのため初心者の学習方法に適していると考
えられる。しかし、学習のモチベーションの面で個人学習となるので持続的に続けていく
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ことは難しい。また、プレゼンテーションスキルを高めるには実践的な経験、つまりプレ
ゼンテーションの経験を積むことが必須である。その際に有効的であるのは、相互評価を
する、他人からの評価を受ける、専門的な講義に参加する学習法が中上級者の学習法に適
していると考えられる。基礎的な学習だけでなく、実践的なプレゼンテーションについて
の学習していくことが必要であると思われる。 

2.5 静岡大学情報学部における課題とそれまでの取り組み 
 
2.5.1 静岡大学情報学部における課題 
 
 静岡大学情報学部においても、講義の中でプレゼンテーションを使い課題及びグループ
ワークの成果を発表する機会が増えている。特に情報行動学科の授業カリキュラムには創
造的な情報サービスやシステムを３～４人規模のグループワークによって考え発表する講
義が多く含まれている。また、ビジネスコンテストやアプリコンテストなどに興味を持ち
出場している学生も多数存在している。しかし、情報学部のカリキュラムの中にはプレゼ
ンテーションの基礎からから専門的に教えるような講義は存在しておらず、講義での発表
に必要なスライドの指導しかされていない。そして、学生のプレゼンテーションも話す文
章をスライドに適用したものが多く見受けられる。プレゼンテーションを経験する機会は
あるが基本的な知識やノウハウを学習する機会がないという課題がある。 
 
2.5.2 初級者向け学習方式の開発と実施 
 

 
図 6 金ヨンソ プレゼンテーション製作法に関する学生向け学習方式（2016） 

 
 2016 年湯浦研究室の金ヨンソがプレゼンテーション製作法に関する学生向け学習方式
（参考文献[9]）について研究を行った。 
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 効果的にプレゼンテーションの質を高めるために学習ホームページを制作し、ホームペ
ージを「プロジェクトマネジメント」という授業で第 1回目のプレゼンテーションを行な
った学生たちに紹介し、約２ヶ月後の第 2回目のプレゼンテーションと内容を比較し、ホ
ームページによる改善効果と学習状況を分析した。 
 
 実験した結果、実験対象全グループのスライドページ数が増え、教員から提示された
「課題ページ」の割合は低くなり、「課題以外のページ（ストーリー展開用に任意で作成
されたスライド）」が増加していることが確認された。また、スライドの内容の変化とし
て、文字数と内容の説明文が増えることで聴衆の理解度を高める役割をした。しかし、コ
ンテンツ数は文字数に比べて変化が少なかったという結果であった。 
 この研究によって、対象への発表内容とスライドの視覚的効果の追加を進めることがで
きた。しかし、ホームページのアクセスと実際の効果との関連性は明確ではなく、ホーム
ページをアクセスさせるためにモチベーションを上げる方法やプレゼンテーション制作の
個々の過程での評価を課題として残された。 
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第３章 プレゼンテーションワークショップの企画・準備 
 
3.1 ワークショップの対象者と目的 
 
 静岡大学情報学部の学生のプレゼンテーションの学習機会の増加とスキルアップを目的
としてワークショップを企画した。ワークショップの対象者の条件として、静岡大学情報
学部在学中の学生であること、大学の授業での発表やコンテストなどにおけるプレゼンテ
ーションの経験がある程度あること、プレゼンテーションスキル向上意欲があることであ
る。 
 2017 年 10月から 11月にかけて開催された 2018年度第７回静岡大学ビジネスコンテ
ストに静岡大学情報学部１学年 200名の学生のうちが 25名参加している。これより、
このターゲットは情報専門学部のうち約１割に当たる人数が存在する層であると考えられ
る。 
 本ワークショップの目的は、専門的な知識の定着やプレゼンテーションやスライドなど
の成果物がワークショップ開催前と開催後との比較により期待する効果が発揮されたかを
検証する。 
 
3.2 ワークショップの講師の条件 
 
 本ワークショップでは報告者講師としての条件は２つある。１つ目は、ワークショップ
で使用するテキストの内容を網羅的に理解し他人に教えることができること。２つ目は、
プレゼンテーション経験を過去に幾度か経験していることである。本ワークショップでは
報告者が講師をつとめた。報告者は、テキストの理解をし、過去に大学の授業やビジネス
コンテストへの出場し幾度かプレゼンテーションの経験をしている。 
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3.3 学習方式 
 
3.3.1 従来のプレゼンテーション学習方式と本研究の方式との違い 

 
図 7 従来の学習方式と本研究の学習方式の違い 

 
 従来の研究と本研究とのテキストの違いを図７に示した。従来の学習ホームページによ
る学習方法だと学習コンテンツの提供が主な機能であるので学生の学習モチベーションが
上がらないという課題を残していた。本研究では学生のモチベーションが向上しないとい
う課題に対して講師からの反応（フィードバック）をすることによって自身の弱点の改善
という部分に対してモチベーションを維持しながら学習することできるのではないかと考
えた。 
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3.3.2 学習手順 

 
図 8 ワークショップの流れ 

 
 本ワークショップの各回の内容とフィードバックのタイミングを図 8に示す。また、上
図のWSとプレゼンテーションガイドとの関係が第１回から３回目のワークショップと
プレゼンテーションガイドの関係を表したものである。 
 
 学習方式としては基本的には実習形式で行い、講師１人に対して受講者４~６人のワー
クショップ方式を４回にわたって行うこととした。 
 
第１回ワークショップでは、環境理解、聴衆分析、アイデア創出までのプレゼンテーショ
ンの枠組みを決める段階を扱う。 
第２回ワークショップでは、１回目のワークショップでの成果物をもとにプレゼンテーシ
ョンのメッセージ決め、ストーリーライン、コンテンツ紹介の自分の考えを形にする資料
製作段階を扱う。 
第３回ワークショップでは、成果物の資料を用いて実際にリハーサルを行う。 
第４回ワークショップでは、最終発表とほかの参加者の評価をする相互評価を行う。 
  
また、個人的なフィードバックを講師から参加者に向けて２回行う。 
1 回目のフィードバックは、第 1回から 3回までのワークショップの間に作成された中
間成果物を元にしたフィードバックを行う。 
２回目のフィードバックは、第４回ワークショップ後のタイミングに相互評価をまとめた
結果の伝達と最終成果物を元にしたフィードバックを行う。 
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3.4 学習テキスト 
 
3.4.1 学習内容の関係 
 

 
図 9 WS とプレゼンテーションガイドとの内容の関係 

 
 先行研究（金ヨンソ プレゼンテーション製作法に関する学生向け学習方式  [2016]）
で作成された学習ホームページの内容の一部であるプレゼンテーションガイドとワークシ
ョップで使用するテキストとの関係性を示したものを図９に示した。条件把握から設計ま
での内容を第１回ワークショップ、メッセージ決めから資料制作までの内容を第２回ワー
クショップ、リハーサルからプレゼンまでの内容を第３回ワークショップのテキストの内
容として扱う。全３回のワークショップでプレゼンテーションガイドの内容を段階的に学
習できるという関係性がある。 
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3.4.2 従来の学習テキストの本ワークショップ学習テキストへの適用 
 

 
図 10	 学習ホームページ内容のワークショップスライド及びワークシートへの適用 

 
 従来のテキストと本ワークショップのテキストの関係性を表したものが図 10である。
本来自学習用に作られた従来の学習テキストの内容を複数人で同時に学習できるパワーポ
イントスライドとワークシートの２種類に変換したテキストを作成した。ワークショップ
スライドには従来の研究の学習内容はそのまま引き継ぎ、次に述べる相互評価やフィード
バックのタイミングなどの指示を挿入している。ワークシートには 3.5 で述べる学習進捗
評価指標で参加者の進捗度評価ができる形となっている。従来の研究でのテキストは知識
学習とそれに基づく成果物の作成が混在していた。今回の研究で使用するテキストは、知
識学習をワークショップスライド、成果物の作成をワークシートに分けて行う。 
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3.4.3 相互評価シートについて 
 

 
図 11	 相互評価シート 

 

 
また、第 4回ワークショップでは参加者の相互評価による学習効果を期待するために
評価シートを新しく作成した。上図の図 11が実際にワークショップで使用した評価シー
トである。評価シートは、プレゼンテーションを全体的に評価するものとなっており、５
段階で発表に対する評価とコメントを行う形式となっている。他者評価票によって相互評
価を行い、付録として自身のプレゼンテーションの振り返るための自己評価表をつけた。 
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3.5 学習進捗評価指標とその測定方法 
 

 
図 12 学習進捗評価指標 

 
 ワークショップ参加者の学習進捗状況を評価するために学習進捗評価指標を作成したも
のを図１2に示す。先行研究からプレゼンテーションスキルの学習内容を引き継ぎ、今回
の研究から新たに、学習内容をスキル毎に５段階分けをすることで学習進捗度の測定が可
能であることを定義した。 
 測定方法は、3.4 で述べたワークシートによる中間成果物と最終発表までに作成された
パワーポイント資料から評価する。そして、この学習進捗評価指標に基づき、最終発表後
の２回目のフィードバックを行い、５段階評価からプレゼンテーションスキルの学習進捗
度を数値として表すことで測定を行う。 
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第４章 ワークショップの実施 
 
4.1 受講者と日程について 
  
 ワークショップの受講者は静岡大学情報学部情報社会学科の３年生３名及び同学科２年
生１名、行動情報学科の２年生２名、情報科学学科の３年生３名及び同学科２年生１名の
合計１０名が２グループに分かれて参加した。また、受講するにあたり過去にプレゼンテ
ーションで使用したパワーポイント資料を持っており、その資料のレベルアップを図りた
いという意図から参加した。 
 日程は平成 29年 11月 28日から平成 29年 12月 21日までの期間に行った。一週間
に一度の 90分間のワークショップを 4回実施した。 
 
4.2 ワークショップの実施環境 
 
  静岡大学情報学部棟２号館湯浦研究室において開催した。プレゼンテーションの道具
は出力機器として３２インチのフラットパネル・ディスプレイ、LCDプロジェクターが
あり、参加者のノート PCあるいは講師のノート PCと接続し講義及び発表を行った。 
 
4.3 成果物 
 
 本ワークショップの１回目から 3回目にかけて制作された中間成果物と最終発表で参加
者が使用したパワーポイント資料を本ワークショップの成果物とする。 
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4.4 フィードバックの実施 
 
4.4.1 1 回目フィードバックの実施 

 
図 13 フィードバック 1 回目例 

 
 フィードバック１回目で実際に参加者に使用したものを図 13に示す。第 1回フィード
バックでは、3.5 で述べた学習進捗評価指標をフィードバックの指標として採点を行う。
指標を用いた採点は行うが、主に改善点を中心としたフィードバックを行う。 
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4.4.2 2 回目フィードバックの実施 
 

 
図 14 フィードバック 2 回目例 

 
 第 2 回フィードバックでは、相互評価の結果と講師からの評価の２つからフィードバッ
クを行う。相互評価では、最終発表の際に参加者に行ってもらう相互評価シートの結果と
コメントをレーダーチャートとコメント一覧にしたものである。講師からの評価は、学習
進捗評価指標を基にワークショップでの成果物に点数付けしレーダーチャート学習進捗度
に対するコメントと参加者と聴衆の個性に合わせたプレゼンテーションに関するコメント
をフィードバックする。以上を 2回目のフィードバックとして行う。 
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4.5 相互評価の実施 

 
図 15 相互評価結果の例 

 
 相互評価の結果として参加者に伝えた結果の例を図１５に示した。評価結果をレーダ
ーチャートで表し、コメントを一覧にまとめたものを相互評価の結果として 2回目のフィ
ードバックのタイミングでフィードバックとともに参加者に配布した。 
 
4.6 実施結果分析 
 
4.6.1 評価項目 
１）視覚的伝達力 
 スライドのデザイン構成を確認することで評価する。コンテンツ数（表やグラフ、イラ
ストなど）の変化を計測する。また、単語数（スライドに記載されているもの）の変化に
よって内容の量の変化を計測する。 
２）簡潔な表現力 
 プレゼンテーション全体のスライド枚数、またスライドの構成を評価するために、
PREP法の各段階に当たるスライド枚数の変化を確認する。PREP法に基づくスライド枚
数の計測時には表紙や終わりの言葉だけのスライドはカウントしないものとする。最後に
その変化による特徴を確認する。 
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4.6.2 ワークショップ全体での効果に関する分析 
 下の表はワークショップ参加時に提出された題材スライドとワークショップ後に提出
された最終発表スライドを「スライドの数」、「コンテンツ数」、「単語数」の３項目に
分けて集計したものである。 
 

表 2 ワークショップ開催前後での効果 

 
 
 
 

 
図 16 ワークショップ参加者全員の開催前と後のスライド数の違い 

 
 上図は、ワークショップ開催前と後との参加者全員のスライド数の変化を表したもので
ある。ワークショップ開催後のスライド数は参加者１０人合計で 157枚から 141枚に減
少していた。 
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図 17 PREP 法の各段階におけるスライド数の変化 

 
 上図は、PREP法に基づくスライドの構成内容としてそれぞれの段階ごとのスライド枚
数の変化を表したものである。Point（主張）のスライド数は 11枚から 15枚に増加、
Reason（理由）のスライド数は 41枚から 29枚に減少、Example（提案）のスライド
数は 77枚から 61枚に減少、Point（まとめ）のスライド数は 11枚から 17枚に増加し
た。 

 
図 18	 個別のスキルでの効果 

 
 
 次に、個別のスキルで効果が顕著に現れたものを図１８で示した。効果的資料のスキ
ルでは約 2000単語の減少が見られ、スライド制作のスキルでは４６個のコンテンツ増加
が見られた。 
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4.6.3 個人での効果に関する分析 
 
1) 参加者Aに関する分析 
 全参加者１０人のうち１人（参加者A）を選んで詳細に分析した。参加者Aは、１回
目のフィードバックからの変化が大きかった参加者の１人であった。ワークシップ参加前
と参加ごとのスライド変化を PREP法と発表内容の話題に分けて分析した。 
  尚、図 20より PREP法に基づく分析は、発表内容の話題数とスライドを PREP法に
おける各段階に分類して計測した。Point（主張）における話題は１つ、Reason（理
由）における話題は１つないし複数、Example（提案）における話題は１つないし複数、
Point（まとめ）における話題は１つを目標としてどの程度参加者に受け入れられたか確
認する。 

 
図 19 参加者 A ワークショップ開催前のスライド 



 31 

 
図 20	 参加者 A ワークショップ開催後のスライド 

 
 スライド背景色が緑から白へと変化し、全体的にコンテンツによる視覚的効果の増加が
見られる。また、理由段階でのスライドと話題が増え、提案段階で話題数を削減しまとめ
段階の追加の変化が確認できた。 
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・視覚的伝達力 
 文字による説明と写真などのコンテンツによる説明を分けているスライドだったが、コ
ンテンツの補足説明として文字を入れるスライドへと変化した。また、アニメーションを
活用することで文字による補足説明を削減し、視覚的効果の増加が確認できた。 
 

表 3 参加者 A の視覚的伝達力 

 
 
・簡潔な表現力 
 理由段階の内容が増加し、提案段階での話題数が１つ削減されている変化が見られた。
また、提案段階が文字による説明が多いものから、図やイラストなどのコンテンツを利用
し文字数の少ない簡潔なスライドへの変化を確認できた。 

表 4 参加者 A の簡潔な表現力 
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2) 参加者Bに関する分析 
 全参加者１０人のうち１人（参加者B）を選んで詳細に分析した。参加者Bは相互評
価での点数が一番高く、最終発表で最も効果的なプレゼンテーションを行ったと見られる
参加者の１人であった。ワークシップ参加前と参加ごとのスライド変化を PREP法と発
表内容の話題に分けて分析した。ワークショップ開催前後のスライド変化を図 21に示し
た。 

 
図 21 参加者 B ワークショップ開催前後のスライド変化 

 
 ワークショップ前と比べスライドの後半部に変化が見られた。後半の提案部分で提案内
容を支える表やグラフなどのコンテンツの追加が行われた。また、簡潔に表現するために
単語数の削減や一つの話題に対するスライド数の調整が行われた。 
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・視覚的伝達力 
 文字による説明からグラフや表を使った視覚的表現力の高いスライドへと変更されたこ
とで視覚的に理解しやすいスライドへと変化した。また、単語数を削減したことで洗練さ
れたメッセージを考えた努力が払われたと考えられる。 
 

表 5	 参加者 Bの視覚的伝達力 

 
 
 
・簡潔な表現力 
 スライド枚数は１３枚から１２枚に減少した。提案段階のスライドが減りまとめ段階の
スライド数が増加したことで開催前に比べメッセージ性の高いものとなった。また、提案
段階の無駄なスライドの削減により提案内容を短く簡潔に説明する構成へと変化した。 
 

表 6  参加者 B の簡潔な表現力 
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3) 参加者Cに関する分析 
・全体分析 
全参加者１０人のうち１人（参加者C）を選んで詳細に分析した。参加者Cはワークシ
ョップ開催前から開催後にかけて最も品質が向上した参加者の１人である。ワークショッ
プ開催前後のスライド変化を図 22に示した。 

 
図 22 参加者 C ワークショップ開催前後のスライド変化 

 
 ワークショップ開催前は目次の項目名だけを記載したスライドや目次の遷移状況を表す
スライドによりスライドの枚数が非常に多かったが、開催後にはそれらが省かれている。
また、聴衆に合わせた提案内容の変化も起こっている。また、提案内容に合わせた配色へ
の変化も確認できた 
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・視覚的伝達力 
 文字で相手に伝えるプレゼンテーションから、効果的なコンテンツと必要最低限の単語
のみで相手に伝えるプレゼンテーションへと変化した。また、ワークショップでは扱って
いないGoogle Earth を使った独自の動画コンテンツの使用を確認できた。 
 

表 7  参加者 C の視覚的伝達力 

 
 
・簡潔な表現力 
 目次の遷移状況など課題発表形式の際に利用されるスライドを削減し、プレゼンテーシ
ョンに適した要素を含むスライドを残しそれを改善したものとなっている。また、内容の
構成も結論やメッセージを後に述べる構成から、PREP法を用いた簡潔な構成へと変化し
た。 

表 8  参加者 C の簡潔な表現力 
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4) 参加者Dに関する分析 
・全体分析 
 参加者Dは本ワークショップで、内容を変更したことにより期間内で完成が難しく期
待していた効果とは逆の効果がスライドに出た参加者の１人である。ワークショップ開催
前後のスライド変化を図 23に示した。 

 
図 23 参加者 D ワークショップ開催前後のスライド変化 

 プレゼンテーションの提案内容に変化とスライド枚数の削減が見られた。また、写真な
どによるコンテンツ中心の説明から、文字による説明を中心とした説明への変化が見られ
た。 
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・視覚的伝達力 
 ワークショップ前に比べ提案段階の写真によるイメージ図が減少し、文字による説明文
中心のスライドへの変化が見られた。また、プレゼンテーションの概要を表すスライドが
追加されたことによって開催前より課題発表形式になった。 
 

表 9  参加者 D の視覚的伝達力 

 
 
・簡潔な表現力 
 PREP 法に近い内容の構成から、理由と事例をあげてから結論を主張する課題発表形式
への変化が見られた。また、提案段階ではイメージ図によるスライドが減少し、チャート
図による説明方式への変化が確認できた。 
 

表 10  参加者 D の簡潔な表現力 
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第５章 ワークショップ実施の評価 
 
5.1 アンケートに基づくワークショップの評価 
 
 ワークショップ開催後に参加者にGoogle Formを利用してワークショップについて評
価してもらった。 
 
「スキルアップの状況」と「講師からのフィードバックの有用度」についてはチェックボ
ックス方式で回答してもらい、「ワークショップの評価点・改善点」と「講師からのフィ
ードバックについて」は記述方式で回答してもらった。 
 
5.2 ワークショップの評価点と改善点 
 

表 11 ワークショップの評価点への回答一覧 

 
 
 本ワークショップの参加者からのワークショップの評価点を調査しまとめたものが上の
表である。主にプレゼンテーションスキルの向上、または改善点への意識を高めることが
できたという点が評価された。プレゼンテーションスキルの中でもコンテンツやスライド
に関するスキルへの評価が高い結果となった。 
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表 12 ワークショップの改善点への回答一覧 

 
 
  本ワークショップの参加者からのワークショップの改善点を調査しまとめたものが上
の表である。ワークショップの開催期間については、４週間の期間で開催したがもう少し
長い期間で行って欲しいという回答が半分であった。また、内容については、ワークショ
ップの各段階で具体例の提示、WS全体を通してどのようなプレゼンを作るのかという具
体例が欲しかったという評価だった。開催期間の長期化と成果物の具体例など求める品質
の具体化が改善点としてあげられた。 
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5.3 スキルアップの状況 
 

 
図 24 アンケート結果に基づくスキルアップの状況 

 
 本ワークショップ参加者からの自身のスキルアップ状況を調査した結果をまとめたも
のが図 24に示した。青色の棒グラフが「スキルアップを非常に実感した」、赤色の棒グ
ラフが「スキルアップをやや実感した」、黄色の棒グラフが「スキルアップを全く感じな
かった」という３つの選択肢を設けて調査した。全体的にスキルアップを感じた参加者が
多く、「５W１H」、「ストーリーライン」、「コンテンツ利用」、「アニメーション活
用」、「台本制作」、「話し方」、「表情」の７項目は参加者全員がスキルアップを感じ
た結果となった。ワークショップ１回目の内容より 2・３回目の内容の方がスキルアップ
を感じている結果となった。 
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5.4 フィードバックの効果 
 

表 13 アンケートによる講師からのフィードバックへの評価一覧 

 
 
ワークショップ参加者からの講師からのフィードバックについて調査した結果をまとめた
ものが上の表である。参加者からのコメントより、フィードバックによって参加者それぞ
れの強化すべきポイントや改善点に対して意識を高める効果があった。 
 

 
図 25 アンケートによる講師のフィードバックへの評価 

 
 
 また、講師から役に立つフィードバックが含まれていたかという質問に対して参加者の
回答を集計したものを図 25に示した。「強くそう思う」と答えた参加者が 50%、「そ
う思う」と答えた参加者が 40％、「どちらとも言えない」と答えた参加者が 10%という
結果になり、ほとんどの参加者に対してフィードバックが効果的であるという結果になっ
た。 
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5.5 相互評価の効果 
 

表 14	 相互評価に対する評価一覧 

 
 
 参加者からの相互評価を行なったことに対する評価を一覧にしたものを表 14に示し
た。相互評価を行なったことによって聴衆の意見や受け取り方を知ることができたという
評価が半分以上であった。相互評価を行うことによって他者から見たプレゼンテーション
と自身の感覚でのプレゼンテーションとの差異を認識する効果が確認できた。 
 
5.6 学生のタイプ別効果 
 
 今回ワークショップを開催した学生を情熱派と理論派、その２つのタイプの中間に当た
る中間派の３つのタイプに分類することができた。 
 
5.6.1 情熱派の学生への効果 
 
 情熱派の学生の特徴として、自身の体験や持論を軸にしてプレゼンテーションの中で自
身が主張したい内容の説明が多く、主張したい内容へのワークショップでの提案内容を取
り入れることがあまり見られないという特徴が見られた。相手の立場や考えに適合させる
ことが不十分である傾向だとわかった。そして、話の展開の仕方や内容などを客観的な視
点を意識するようにフィードバックをすることで聴衆に適したストーリーラインの作成や
聴衆分析が行えるようになった。フィードバックによる効果が大きくみられたという結果
に至った。4.5.3 個人での効果に関する分析で記述した参加者Aはこのタイプの学生に分
類された。 
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5.6.2 理論派の学生への効果 
 
 理論派の学生の特徴として、関連データ・情報を自身の主張の根拠として有効的に活用
できておらず最も主張したい内容が明確ではない、提案内容が一般論であり具体性に欠け
るなど自己分析が不十分である特徴が見られた。そして、プレゼンテーションのメッセー
ジの明確化や具体性を持たせるために自身の考えを主張するスキルの強化をフィードバッ
クすることで、自身で作成したコンテンツによる主張の改善がみられた。フィードバック
による効果が大きくみられたという結果に至った。4.5.3 個人での効果に関する分析で記
述した参加者Bはこのタイプの学生に分類された。 
 
5.6.3 中間派の学生への効果 
 
 中間派の学生の特徴として、自身の考えによる主張と一般論やデータを用いた論理的思
考のバランスができているが、効果的に相手に伝えるスキルが不十分であるという特徴が
見られた。自身でコンテンツを作成できるウェブサイトや検索手段を指導したことによっ
てスライドに改善が見られた。ワークショップの中のコンテンツについての指導に効果が
みられたという結果に至った。4.5.3 個人での効果に関する分析で記述した参加者Cはこ
のタイプの学生に分類された。 
 
 
 
 
 
5.7 ワークショップ受講による効果の考察 
 
 参加者 10名全体の変化を見ると、スライド枚数と文字数が減少しコンテンツの増加が
見られた。これは学習テキストで文字数を減らすような指導とコンテンツの活用方法の指
導がこの結果に至らせる役割をした。しかし、あまりにも文字数を減らしすぎて文字によ
る補足説明を省いていたスライドも確認できた。今後は、スキルごとまたはワークショッ
プごとに具体例を提示することなどによる学習進捗指標の可視化が課題である。 
 
 個別分析を行った 4名の参加者は同じワークショップ内容を受講していたが、それぞ
れ違う変化が見られた。 
 
 参加者Aは、ワークショップ受講前は提案段階の内容が他の段階に比べて多いという
内容だった。また、データや数値を根拠として利用したい時のみコンテンツの利用が見ら
れた。しかし、ワークショップ受講後、特にフィードバック後にスライド全体が視覚的コ
ンテンツを利用した説明となり、聴衆の理解度や興味を持たせる役割を果たしていた。た
だ、提案段階のスライド枚数の削減は確認できなかったため、自身のプレゼンテーション
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や特性を客観的に理解し、改善することが求められる。他の情熱派の学生にも提案段階の
内容が他の段階に比べて多いという傾向が見られた。このタイプの学生には話の展開方法
の変化が見られた。 
 
 次に参加者Bは、ワークショップ受講前から論理的にプレゼンテーションの内容や展
開を構成することができるが、具体性に欠ける特徴が見られた。ワークショップ受講前、
自分の主張や意見をプレゼンテーションに反映できておらず一般論のレベルでの提案内容
となっていた。また、プレゼンテーション全体を通して主張したいメッセージが明確とな
っていなかった。しかし、フィードバック後の資料では自身の体験や考えなどの具体例が
提案内容を支えるための根拠として利用することができていた。まだ、全体を通して一般
論から抜けきれておらずメッセージ性が弱いので、自身の意見や考えを反映させやすいス
トーリーラインでの構成方法を習得することが課題である。具体性に欠けるという特徴は
他の理論派タイプの学生にも見られた傾向である。このタイプの学生には発表内容の部分
でワークショップの効果が大きく表れていた。 
 
 参加者Cは、ワークショップ前の段階では目次名だけのスライドや話の遷移状況を表
すスライドが含まれていて課題発表形式のプレゼンテーションだった。また、グラフや写
真によるコンテンツを利用することはあったが、スライド内の文字数が多いという特徴が
あった。ワークショップ後には、無駄な文字を削減しコンテンツを活用した視覚的情報を
ベースにしたスライドへと変化した。また、ワークショップでは扱っていない独自のコン
テンツ利用も確認できた。ただ、グラフや表による具体的な数値を含めることで、提案内
容やプレゼンテーション全体に信頼感を与えることが今後の課題である。自身の考えや関
連するデータを組み合わせて提案することができるという特徴が他の中間派の学生にも見
られた傾向である。このタイプの学生にはワークショップ前後でのスライドが大きく見ら
れた。 
 
 参加者Dは、ワークショップ前のスライドは最後のまとめ段階がなかったが写真によ
るイメージ図による視覚的効果が見られた。ワークショップ後のスライドは、スライド内
の文字数が減少し、コンテンツ数も同様に減少していた。また、提案内容の変更も見られ
た。提案内容の変更をする際に、最初からではなく提案段階を基準に変更を行ったこと
で、提案内容が薄くなったものだと考えられる。 
 
 
 今回のワークショップでは、プレゼンテーションする相手のことを考える聴衆分析と、
参加者同士の相互評価による自己分析の２つを多少行い、プレゼンテーションの基礎的な
スキルについて本格的に扱った。ワークショップ全体での効果としては、文字数の削減と
コンテンツの増加が見られ、第２回ワークショップにおける効果的資料の制作に関する知
識が有効に用いられた可能性がある。 
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 情熱派、理論派、中間派の３つの学生タイプとワークショップとの関係について以下の
二点が注目される。 
 
 一つ目は、学生タイプ別による改善点の違いが見られた。情熱派の学生には第１回・第
３回ワークショップの内容、中間派と理論派の学生には第２回ワークショップの内容を中
心としたフィードバックを行なったことで改善効果がみられた可能性があると考えられ
る。 
 二つ目は、学生タイプ別によるワークショップの学習効果の差異がみられた。情熱派の
学生には、相互評価による自己分析から客観的な視点を持つことができ、情熱派タイプの
弱みの改善に繋がったと考えられる。 
 理論派の学生には、聴衆分析による相手の立場に合わせてプレゼンテーションをするこ
とができ、理論派の強みの強化につながったと考えられる。 
 中間派の学生には、効果的な資料にするために文字数を削減しコンテンツを増やすこと
ができ、視覚的効果の活用法を身につけることができたと考えられる。 
 
 このように、今回のワークショップでは、全体としての効果と学生タイプ別での効果を
確認することができた。しかし、参加者Dにみられたような内容の変更により、ワーク
ショップ期間で内容を変更し完成に間に合わなかった場合に、文字数の増加とコンテンツ
の減少という逆効果がみられたと考えられる。 
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第6章 結論 
 
6.1 結論 
 
 本研究では、プレゼンテーションスキルの向上を目的として、従来の研究の学習テキス
トに基づいてワークショップを企画した。さらに、従来の研究の課題であった学習モチベ
ーションを上げるために新たに学習進捗評価指標による学習進捗度の確認と、フィードバ
ックを導入した。 
 
 これらを用いて静岡大学情報学部の学生 10名に対して４週間にわたりワークショップ
を開催し、開催前後でのプレゼンテーションの改良効果を分析した。 
 
 5.4 で述べた参加者の全体効果として PREP法による簡潔な資料作りとよりメッセージ
性の高いプレゼンテーションへの改善効果、学生のタイプ別の効果より２回目のワークシ
ョップ内容とフィードバックの効果が有効的であったという可能性が示された。 
 
 しかし、ワークショップ期間でのプレゼンテーションの内容を変更し、間に合わなかっ
た場合において本ワークショップで期待する効果とは逆の効果がみられた。また、学生の
興味によって各スキルでの学習進捗度に影響があった。 
 
 
6.2 今後の課題 
 
 今回のワークショップでは、４週間という短い期間でしか時間を確保することができ
ず、参加者が成果物の品質を向上させることよりもとにかく完成を目的とした面が強かっ
た。また、コンテンツの活用方法におけるスキルへの学生の興味が高く、5.3 スキルアッ
プ状況よりスキルによって学習進捗度に差異が出た。ワークショップ開催の期間を長期化
または分割化することで成果物の品質向上に適した期間での実施が求められる。 
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6.3 プレゼンテーション学習方法の改善に向けて 

 
図 26 プレゼンテーション学習方法の改善提案 

 
 
 プレゼンテーション学習方法の改善提案としてワークショップの開催形式を表したもの
が図 26である。今回の研究では、４週間という短い期間で扱った内容はプレゼンテーシ
ョンの基本的なスキルを中心とした内容だった。そこで、プレゼンテーションに関するワ
ークショップを３つのステージと３回のワークショップに段階分けして行うことでより高
い効果を得ることができると推察する。 
 １回目のワークショップでは、今回扱った基本スキル習得段階で発表内容に適したプレ
ゼンテーションを行えることを目的としたもの。 
 ２回目のワークショップでは、相手の特性確認についてメインに扱い、１回目の復習も
行う。１回目のワークショップの成果物を基に、相手の立場に適合させたプレゼンテーシ
ョンを行えることを目的としたもの。 
 ３回目のワークショップでは、自分の特性を活かすことをメインに扱い、今までのワー
クショップの総まとめとして行う。声、身振りなどの発表の際の立ち振る舞いや自分の得
意なスキルをより伸ばすことを目的としたもの。 
 
 このように基本から応用までを扱うワークショップを複数回にわたって行うことがより
高い学習効果を得るために必要であると考えられる。また、今回よりも長期間で行う必要
があるので、フィードバックによる学生のモチベーションを持続と、特に２回目のワーク
ショップでは、参加しているメンバー以外に新たに聴衆役を募集する必要があると考えら
れる。そして各スキルにおいて具体例となる資料の作成が必要と思われる。 
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・ワークショップ受講前のパワーポイント資料 
 

 
 
 

 
 
 
 



 52 

 

 
 
・ワークショップ受講後のパワーポイント資料 
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