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このマニュアルはインストラクター（講師）が研修を実施する際に、手元において活用

するために作られたものです。マニュアルは基本的な研修の流れ、シートには内容の

アウトライン（概要）を記載しております。�

マニュアルやシート、ワークシートは、利用権のある方 が々、研修ニーズや状況に合わ

せて、手順や内容を加筆、修正して活用しても構いません。むしろ研修効果を挙げるた

めに内容を加筆、修正して実施する方が望ましいかもしれません。またインストラク

ターによっては、研修を展開するパターンが異なりますので、自己のパターンにあわせ

大幅に修正し、活用することも必要になると思います。

このマニュアルとシートを参考に、新しいレッスンプランを作成して、効果的な研修の

実施にお役立ください。

このマニュアルについて

マニュアル等にご不明な点、利用上で気になる点などございましたら、下記までお問

い合わせください。

お問い合わせ

マネジメントアドバイスセンター（以下当社）が販売する研修用マニュアル、ゲームマ

ニュアル等の著作権は当社が所有いたします。したがって購入者の皆さんには、利用

権の譲渡になります。研修ごとに利用料などは一切発生いたしません。

購入者は、マニュアル、シート、ワークシートを社内研修などで、自由にコピーなどして

利用できます。また活用しやすいように、編集、アレンジ、修正して使うこともできます。�

ただしマニュアル、シート、ワークシート等を第三者に譲渡、インターネット上などでの

配布、レンタル、販売および著作物の制作に使用すること、雑誌等に無断で転用する

ことは禁止させていただきます。

マニュアル、シート、ワークシートの使用上の注意点

info@m-advice.co.jp

〒160-0005東京都新宿区愛住町２２ 岡田ビル１Ｆ
tel : 03-3356-6551 fax : 03-3356-6563

株式会社マネジメントアドバイスセンター
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効果的なプレゼンテーションの技術 概要 

目的 

 プレゼンテーションの基本知識を学びます。 

 人前での話し方を体得します。 

 プレゼンテーションの技術を習得します。 

対象 

中堅社員 

所要時間 

３時間 

教材 

 シート① プレゼンテーションの基本知識 

 シート② プレゼンテーション・話し方の技術 

 シート③ プレゼンテーション・見せ方の技術 

 ワークシート① ５分間スピーチのプラン（用紙） 

時間配分 

項目 分 

はじめに ５分 

プレゼンテーションの基本知識 ３０分 

プレゼンテーション、話し方の技術 ４０分 

人前での話し方演習 ７５分 

プレゼンテーション、見せ方の技術 ２５分 

まとめ ５分 

合計 １８０分 

 



研修用マニュアル

このマニュアルには基本的な研修の流れが記載されております。

研修ニーズや状況にあわせて、手順や内容を加筆、修正して活用して下さい
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研修の内容と進め方 

項目（時間） ツール 内容と進め方 

はじめに 

（５分） 

  中堅社員は職場のリーダーであるとともに実務推進者と

しての役割が期待されています。実務推進者である以上、

日常の職務を遂行するのはもちろんのこと、常に新しい企

画を出したり、積極的に改善、提案を行っていかなければ

なりません。 

 仕事の企画提案や改善、提案を組織に受け入れてもらう

ために欠かせないのが「プレゼンテーション」です。 

 プレゼンテーションは企画や改善、提案を行う時だけで

なく、日常の仕事上でも欠かせない技術です。特に営業担

当にとって欠かせない技術といえます。 

 この会合ではそのようなプレゼンテーションの技術につ

いて学んでいきましょう。 

 どんなに優れた企画案・改善案をプランニングしても、

それを採用する相手が関心を示してくれなければ、折角の

案も没となる恐れがあります。 

 プレゼンテーション技術が重要なのは、提案内容が同じ

でも、それを相手にきちんと説明して相手を説得できるか

どうかで、提案自体の評価が決まってしまうからです。 

 それだけにプレゼンテーション技術は、お客様へ企画提

案するとき、あるいは社内で幹部に対して仕事の改善提案

をするときに必要不可欠なものと言えましょう。 

 プレゼンテーション技術は、人前で上手に話すという話

し方の技術と考えがちですが、それだけではありません。 

 相手からの質問の受け方やＯＨＰやパワーポイントの活

用の仕方やプレゼンテーションをする際の目の動き身振

り手振りといったボディ・ランゲージなども全て含めて考

えていかなければなりません。 
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 これらの技術を身につけ磨くことは、言ってみれば自分

のコミュニケーション能力を高めていくことであり、仕事

だけではなく社会人としても必要なことだといえます。 

 日本人は外国人と比べて、どちらかといえばプレゼンテ

ーションが得意ではないと言われます。これは能力がない

のではなく、その訓練がされてないからです。 

 プレゼンテーション技術を身につけることは、難しいこ

とではありません。 

 しかし成果をあげるためにはプレゼンテーションに必要

な基本知識と技術を身につけ、あとはどれだけ計画的に行

なうかにかかっています。 

 計画的に行うためには、プレゼンテーションを行なう前

の準備や繰り返しの練習が必要なことは言うまでもあり

ません。 

 では、どのような知識や技術を身につけ、どのような練

習をすればよいのでしょうか。また、プレゼンテーション

に必要な準備にはどのようなことがあるのかを、説明して

いきましょう。 

プレゼンテー

ションの基本

知識 

（３０分） 

 

 

 

 

 

 

シート①  プレゼンテーションは、企画案などを示すことをいいま

すが、単なる「提案」や「発表」が目的ではありません。 

 プレゼンテーションの最終ゴールは、あくまで聞き手に

注意と興味を持たせ、相手に行動を起こさせることになり

ます。 

 たとえば、お客様に商品を提案するのでも「そんなに良

いものなら購入しよう」と、お客様に関心を持たせ行動を

起こさせて初めて目標が達成できます。 

 また、社内の業務改善の発表でも「そんなに効果がある

ならうちの部署でも取組んでみよう」と相手の行動に結び

つけなければなりません。 

 ではどのようにしたら、興味を起こさせ、行動に移させ
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ることができるのでしょうか。 

 プレゼンテーションを行なう際には、次に紹介するアイ

ドマの法則が大変重要になります。 

 アイドマの法則とは、広告分野などの心理法則としてよ

く使われるものですが、人が行動を起こす前にはＡＩＤＭ

Ａの段階があり、この段階に基づいてアピールするのが効

果的であるというものです。 

 アイドマのＡは、アテンションを指し相手の注意を引く

ことをいいます。アイドマのＩはインタレストで、相手に

興味を持たせることをいいます。 

 Ｄは欲求のディザィアーで、相手に欲求を起こさせるこ

とをいい、Ｍはメモリー相手に記憶させ、そしてＡがアク

ションで相手に行動を起こさせることをいいます。 

 プレゼンテーションは、単に人前で上手に話すといった

話術ではなく、聞き手の気持ちを考えて相手に働きかけ、

動かしていくコミュニケーション技術ですので、当然この

アイドマの法則が役立ちます。 

 言葉だけの単なるプレゼンテーションでは、聞き手を納

得させ、相手の行動を起こさせるまでにはいきません。 

 話し手の言葉と合わせてパワーポイントで統計図表や絵

を見せたり、実物の製品を触れさせるなどの相手の五感に

積極的に働きかける工夫も必要になります。 

 プレゼンテーションの時間は、短いときは１５分から２

０分、長くても１時間以内と時間が決められているのが普

通です。 

 この時間内で、導入・本題・質疑応答などを含めた終結

などの手順で進めていかなければなりません。説明が長す

ぎたり、短すぎてもプレゼンテーションの効果はあがりま

せん。 

 それだけに前もっての準備と予行演習は念入りに行なっ
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項目（時間） ツール 内容と進め方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３つの確認事

項） 

ておくことが極めて大切になります。 

 プレゼンテーションによる提案や発言は、業務上で必要

なものですので、聞き手はその意図や効果を考えて、提案

内容の良し悪しを判断していていきます。 

 それだけにプレゼンテーションを行うにあたっては、提

案内容や発表内容を事前に十分検討して、真摯な態度で臨

まなければなりません。 

 プレゼンテーションを行なう人をプレゼンターと呼びま

すが、プレゼンテーションはやり直しがきかない１回勝負

ですので準備を十分にして慎重に臨んで下さい。 

 プレゼンテーションでは発表の仕方もさることながら、

質疑応答も重要視されますので、質問に的確に答えられる

ようにしなければなりません。 

 聞き手がどのような人なのかを想定して、あらかじめど

のような質問をされるか、それに対する答え方も考えて、

問答集を作っておくことも必要となります。 

 これをしておかないと、その場になって慌てたり、しど

ろもどろになってしまうと、肝心の提案や発表がかえって

台無しになってしまいます。 

 それだけに、プレゼンテーションを上手に行なうために

は、前もっての周到な準備と練習が必要になってきます。 

 プレゼンテーションには、取引先のお客様に対する企画

の提案や入札コンペ、会社内での改善成果の発表など様々

なものがあります。 

 プレゼンテーションを行う場合は、次の３つのことを頭

に入れて準備して下さい。 

 その第１はまず「誰」に向かって行なうのかの確認です。

次に「どのような目的」で行なうのかの確認、さらに「ど

のような場所」で行なうのかの確認です。 

 プレゼンテーションの対象となる人、目的、場所によっ



シート

研修で受講者に配布するシートです。

人数分コピーして受講生に配布して下さい。

シート①　プレゼンテーションの基本知識

シート②　プレゼンテーション・話し方の技術

シート③　プレゼンテーション・見せ方の技術



 

 

プレゼンテーションの基本知識 

 

 中堅社員は仕事の中でプレゼンテーションしなければならない場面が多々あります。特

に多いのは、仕事の企画書や改善案を提案しなければならない時でしょう。しかし、どん

なに素晴らしい仕事の企画や改善提案でも、上司やクライアントなどが受け入れてくれな

ければ、折角の企画案も提案も日の目を見ることなく終わってしまうでしょう。そこで求

められるのが説得力のあるプレゼンテーションの技術です。 

プレゼンテーションというと、人前で上手に話すことと受け止める人がいますが、朝礼

や会議といった場での話の技術だけではありません。プレゼンテーションは、「提示、提示

活動」を意味し、顧客に向けた新商品や企画の提案したり、社内での業務改善の成果発表

や研究発表などの場面で必要になりますが、これも単なる「提案」や「発表」の意味を言

っているのではありません。そこでプレゼンテーションの目的や特徴を説明しておきまし

ょう。 

（１）プレゼンテーションの目的とねらい 

プレゼンテーションの最大のねらいは、「聞き手を納得させて相手にアクションを起こさ

せる」ことにあります。つまり、プレゼンテーションは単なる「提案」や「発表」が目的

ではなく、あくまで聞き手に注意と興味を持たせ、相手に行動を起こさせることが必要に

なってきます。たとえば、取引先のお客様に新製品を提案するのでも「そんなに便利な機

械なら導入してみよう」。社内の業務改善の成果発表でも「そんなに効果があるならうちの

部署でも取組んでみよう」と相手に興味を持たせ、行動に結びつく働きかけがプレゼンテ

ーションです。では興味を起こさせ行動に移させるにはどうしたらよいでしょうか。 

プレゼンテーションを行なう際には、アイドマの法則を活用して下さい。アイドマの法

則とは、広告業界でよく用いられる心理法則のことで人が行動を起こす前にはＡＩＤＭＡ

の段階があり、これを考慮してＰＲするのが効果的でだと言われています。ＡＩＤＭＡの

法則でいう訴求（そきゅう）のやり方とは以下のようなものです。 

［アイドマの法則］ 

 Ａ（アテンション）・・・相手の注意を引く 

 Ｉ（インタレスト）・・・相手に興味を持たせる 

 Ｄ（ディザィアー）・・・相手に欲求を起こさせる 

 Ｍ（メモリー）・・・・・相手に記憶させる 

 Ａ（アクション）・・・・相手に行動を起こさせる 

これがプレゼンテーションの場合にも大変役立つのです。プレゼンテーションのやり方

もただ言葉だけの「提案」や「発表」では、聞き手を納得させ相手の行動を引き出すまで

にはいきません。話し手の言葉と合わせてパワーポイントを活用して統計図表や絵を見せ

たり、実物の製品を触れさせたりと、相手の五感に積極的に働きかける工夫がプレゼンテ

ーションには必要になってきます。



シート③ 

 

プレゼンテーションにおける見せ方の技術 

 

プレゼンテーションの説得性を高めるには、話の展開や話し方だけではなく見せる工夫

も必要です。言葉だけによる働きかけは、聞き手の聴覚のみを刺激し変化に乏しく、また

相手の記憶に残りにくいという弱点があります。ちなみに、人間が耳から受け入れたもの

と目から受け入れたものの記憶に残る度合いは、次のような差があるという調査データが

あります。 

＜人間の記憶に残る度合い＞ 

 ・耳からのみ受け入れたもの   ⇒ ３時間後７０％  ３日後１０％ 

 ・目からのみ受け入れたもの   ⇒ ３時間後７２％  ３日後２０％ 

 ・目と耳の両方から受け入れたもの⇒ ３時間後８５％  ３日後６５％ 

                              （アメリカ空軍調査） 

 そこで、プレゼンテーションの効果を高めるためには、話し手の話しぶり、間のとり方、

身振り手振りといったジェスチャーの工夫と同時に、プレゼンテーションで使う資料を映

像化し、目でみせるという工夫が必要になってきます。 

 

（１） ビジュアル資料を活用して効果を高める 

次に、プレゼンテーションを言葉のみで行なったときと図表だけのときと言葉と図表の

両方を使ったときの記憶の変化の調査結果を見てみましょう。 

 

             ビジュアル化の効果 

 

 

言葉だけのプレゼンテーションでは、聞き手の記憶は半分しか残らず、時間の経過とと

もに忘れられてしまいます。図表のみの場合は見た瞬間は印象に残りますが、やはり時間

が経つと次第に薄れてしまい、言葉と図表で行なった場合には、かなりの部分が聞き手の

記憶に残り、記憶力は言葉のみで行なうより４３％高まるとされています。 
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