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チームプレゼンテーションの学習と成果
― プレゼンテーションⅡの授業報告 ―

谷　口　政　男

　本論文では、前回の紀要で論述したテーマ「プレゼンテーションの実施および

能力の育成について」を受けて個人でのプレゼンテーションではなく、チームを

組んでのプレゼンテーションについて述べます。ここでは、テーマの決定→チー

ムの決定→資料収集→討論・検討→パワーポイントにてシートの作成→完成→リ

ハーサル→資料の印刷→プレゼンテーションの実施→評価シートにて反省という

順で学習しました。初めてのことでもあり、試行錯誤の繰り返しで学生には多少

なりとも迷惑をかけたのではないかと思っています。これは今後の課題として授

業の改善をすることによってお許しを願う次第であります。

キーワード

モチベーション、コミュニケーション、共生学習、互恵教育

　次の順に論述します。

1．チームプレゼンテーションとは

2．チームプレゼンテーションの実施

3．プレゼンテーションデザイン

4．チームプレゼンテーションの成果

1．チームプレゼンテーションとは

チームプレゼンテーションのポイントは以下の 3点です。

＊情報を正確にわかりやすく伝える

＊人の意見を取り入れ、協力を得る
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＊内容についての議論をできるだけ多く行う

　プレゼンテーションをチームで行う場合、メンバーと十分に議論を重ね、内容

を練り上げることで、よりよいプレゼンテーションになります。チームでアイデ

アを出し合って、伝え方を工夫することも有効です。「わかりやすく、正確に伝

える工夫」については態度・身だしなみの工夫など前回の紀要で既に説明しまし

たのでここでは省略します。

①　チームプレゼンテーションの特徴

　プレゼンテーション用ソフトパワーポイントを使って、チームでプレゼンテー

ションをする場合、スライドごとに担当する部分を分けることになります。ただ

し、その場合、担当者は自分の役割分担だけしか頭にないので、連携プレーがう

まくいかないことがあります。そこで、全体の流れを配布資料（スライド 6枚あ

るいは 9枚分を 1枚の紙に印刷されたもの）を使って、他のメンバーの役割が何

なのかを確認しておくことが大切になります。

　そのため配布資料に、自分の分担部分にマーカーで印をつけておくとよいと思

います。前のスライドを受けて、自分の説明部分をいきいきとスムーズに説明で

きるはずです。

　プレゼンテーションに慣れていない場合、話のポイントだけでは不安になるこ

ともあります。その場合、詳細な原稿をつくって、繰り返し原稿を読むことによっ

て原稿を完全に覚えてしまうのも 1つの方法だと思います。

②　パソコンの操作者との連携

　ここではパソコンを使ったプレゼンテーションを主なテーマとしていますが、

その場合の欠点は話し手がパソコンの操作に気をとられて、聞き手とのコミュニ

ケーションに集中できない点です。スライドの操作、特にアニメーションなどが

ある場合にはリハーサルで事前に確認しておいたほうがよいと思います。今回の

チームプレゼンテーションを見ていると、中には一人でパソコンの操作もしてプ

レゼンテーションもするチームがありました。たとえば操作は A君で、発表は



チームプレゼンテーションの学習と成果

－ 207 －

Bさんというように分けたほうがうまくいく場合があると思いました。確かにパ

ソコンのプレゼンテーションに慣れている場合は一人ですべて実施できると思い

ます。しかし操作が未熟な場合は、分担を決めたほうがそれぞれの作業に集中で

きるので、より効果的なプレゼンテーションができると思われます。

③　プレゼンテーションに対する評価：何のための評価か

　前回同様それぞれのプレゼンテーションが終わった段階で、聴衆にその評価を

してもらうことにしました。そこで次ページの「評価シート」を配り、記入後回

収しました。ところが、ある学生から、チームプレゼンテーションの場合は、個

人プレゼンテーションと違い、評価の対象が全体的になるので評価しづらいとい

う意見がありました。確かに一人でないから対象がぼやけますが、全体としてど

う思うかを書いてもらいました。そのため、ほとんどの聞き手に、記入した「評

価シート」を提出させています。あくまでも、この「評価シート」は話し手にフィー

ドバックし、話し手のプレゼンテーションに改善を促すことが目的ですから、必

ず全員に「評価シート」を提出することを義務づけています。

　その効果を見るには、もう 1度同じ内容のプレゼンテーションを実施する機会

を設ければわかると思います。今回はその余裕がありませんでしたが、次回の授

業で実施してみようと思っています。

④　聞き手の役（同僚・上司・面接官など）をいろいろ変えてみる

　聞き手が授業ではほとんど同級生になるので個人プレゼンテーションではあま

り気にしなかったのですが、アドバイスもあって今回は聞き手を会社の上司とか

面接官にしてやってみようと考えました。ところが、残念ですが実行できません

でした。次回は実行できるように工夫してみようと思っています。

⑤　前期でプレゼンテーションを経験した学生の方がスムーズに進める

　前期から引き続いて履修している学生は比較的スムーズに進みましたが、後期

から履修した学生は作成に慣れるまで時間がかかり、両者にギャップが生じまし

た。特に 3年生が多いので、演習（ゼミ）でもパワーポイントを使ってプレゼン
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テーションを実施している学生は大変スムーズに進みましたが、そうでない場合

は発表までいかない学生もいました。前期と違い後期は学習度合いによる進度の

違いがはっきり出ました。

　やはり、何回かプレゼンテーションを経験し反省することによって、よりよい

プレゼンテーションができることが確認できたと思います。

プレゼンテーション評価シート　　　　　平成　　 年　　 月　　 日発表

テーマ名：

メンバー：

質問項目 評価（5段階）

　1．伝えたい内容が十分に伝わったか 5・4・3・2・1

意見や感想

　2．スライドの作成技術面での工夫はどうか 5・4・3・2・1

意見や感想

　3．口頭・ジェスチャー等の発表技術はどうか 5・4・3・2・1

意見や感想

　4．みんなで協力してプレゼンできたと思うか 5・4・3・2・1

どこに協力が見られたか
（具体的に）

意見や感想

総合評価 5・4・3・2・1

備考 プレゼンテーション「実行」：時間、視覚資料、流れなど

2．チームプレゼンテーションの実施

①　テーマの決定とモチベーション

　テーマは前期と違い自由テーマにしましたが、テーマが簡単に決まる学生はい
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いのですが、なかなか決まらない学生が半数近くいたので、彼らには前もってい

くつか適当に選んだテーマを、すでに学生から出てきたテーマに追加して提示し

ました。学生には、その中から選択してテーマを決めるように指示しました。

　そして、モチベーション、つまり、なぜプレゼンテーションが必要なのかを小

生の経験から説明しました。小生はかつて専門学校からこの八王子キャンパスへ

転勤になり、就職室（現キャリアサポートセンター）に配属されました。そこで

経験したことの 1つは就職活動及び入社後の研修でプレゼンテーションを実施す

る会社がだんだん増えてきたことです。その時に思ったことは、小生も若い頃入

社後の研修でチームプレゼンテーション（当時はグループ発表と言っていた）を

体験したことがあったということです。

　当時は 1チームが 8人で、共通テーマが「未来の車」だったと思います。ディ

スカションの方法は、KJ法に近いものでした。それは、自分が思ったり考えた

りしたことをどんどん紙切れに書いていき、出尽くしたらそれらを持ち寄って大

きな模造紙に並べていく方法です。紙切れを並べながら似たもの同士をああでも

無いこうでも無いと討論しながら、グループに分けていくものです。なかなかま

とまらなくて、夜遅くまで討論したのを覚えています。そして、翌日 1チームご

とにまとめた模造紙をもとに発表し質疑応答し、どのチームが優秀であったかを

選びました。

　その事を学生たちにはじめに話してから授業に入りました。就職活動をしてい

る学生がほとんどなので、みな真剣に聞いてくれて少しはモチベーションややる

気が出てきたようでした。

②　テーマ別によるチーム分けの実施

　さて、集計したテーマを基に討論しやすいように教室内で同じテーマや同じよ

うなテーマの学生をチームにしてメンバー表を作りました。討論しやすいように

席を入れ替えて順次チーム別に集まるようにしました。はじめは、抵抗があった

ようでなかなか集まりませんでした。しかし、徐々に移動してテーマ別にチーム

が集まるようになりました。

　この時期は、3年生が就職活動の時期で会社説明会などと重なってしまい公欠
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生が目立つようになりました。チームによってはなかなか全員がそろうことがな

く、プレゼンテーションが当初の予定よりも相当遅くなる場合もありました。し

たがって、検討の末全員がそろわなくても、出席している人からプレゼンテーショ

ンをすることにしました。

　チームの構成員数はいろいろで、10人のチームもあれば 2人のチームや 1人

の場合もありましたが 3～ 5人のチームが一番多くなりました。

③　ブレーンストーミングの学習と実施

　さて、グループ討論をする上でその方法の 1つとしてブレインストーミングが

あります。そこで、ある程度自由な発言をして活発な討論ができるならよしとし

ました。ただしこれは発想法の 1つであり、テーマによっては適さないものもあ

りました。やはり 5人以上のグループでないとブレインストーミングの実施は難

しいなと思いました。実施できたグループでもグループディスカッションのよう

なものになっていきました。次回は他の方法も考えてみようと思っています。

④　チームプレゼンテーションの実施

　作品が完成したチームごとに順にプレゼンテーションを実施しました。前回と

方法は同じで、プレゼンテーションの持ち時間は一人 3、4分程度にしました。2

人のときは 6～ 8分、3人のときは 9～ 12分、4人のときは 12～ 16分というよ

うにしました。しかし、なかなか予定どおりにはいきませんでした。実施時間が

予定時間をオーバーしてしまい、予定時間の 1.5倍程度になりました。予定時間

を守るように何度か注意しようと思いましたが、プレゼンテーションが初めての

学生がほとんどで慣れないため時間がかかるのはやむを得ないと思い特に言いま

せんでした。そして、聞き手である学生が理解できるのなら構わないと思い、そ

のまま続行させました。時には、授業時間内で終わらず次週へ持ち越す場合もあ

りました。また、チームプレゼンテーションの善し悪しは、内容や調査・研究の

度合い・チームワーク・リハーサルの回数によって決まるのではないかとも思い

ました。ただ残念だったのは、大部分が 3・4年生のため 11月頃から就職活動と

重なってしまい、チームによっては欠員ができて進まないことがあったことです。
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そのため、プレゼンテーションが全体的に遅れてしまい予定が狂ってしまいまし

た。

　テーマを分担して、それぞれが自分の担当を調べてまとめて、それをもとにチー

フ中心にチームで話し合ってプレゼンテーションの順番などを決めているようで

した。

⑤　聞き手による評価シートでのチェック

　前述しました評価シートを聞き手全員に配り、5段階評価と意見や感想を必ず

記入して提出するよう指示しました。今回も意見や感想を常に書く学生は決まっ

ており、たいてい毎回出席生の約 70％でした。

　プレゼンテーションは全体的に遅くなってしまいましたが、11月中旬ごろか

ら始まりました。実施日と実施チーム数が出ている次の表を参考にしてください。

プレゼンテーションⅡの講義が初めてで私自身慣れていなかったこともあり、授

業開始第 7週目にしてプレゼンテーションにこぎつけたわけです。テーマが決ま

るまで予定より時間がかかりましたし、またテーマが決まってから発表までに時

間がかかったといわざるを得ません。プレゼンテーションのピークは 12月 9日

の10チームで、次が12月16日の7チームでありました。つまり、授業開始後約2ヶ

月目でやっと、全チームの 57％がプレゼンテーションにこぎつけたことになり

ます。

　できれば、2回程度はプレゼンテーションをと思っていましたが、彼らは 3・4

年生なので就職活動などと重なり公欠が多く、チームによっては全員集まらず話

し合いができにくい環境もありました。今後もこの問題は時期を注意して進めて

いかないとどんどんずれていく可能性があるので、こちらから意識して積極的に

進める必要があることがわかりました。

プレゼンテーション実施日 チーム数
11 月 18 日 2
11 月 25 日 6
12 月 2 日 5
12 月 9 日 10
12 月 16 日 7
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⑥　話し手への評価シートのフィードバック

　評価シートについて、オリジナルは手元に置き、コピーのほうを次週に話し手

に返却しました。話し手にはそれを次回のプレゼンテーションの参考にして改善

するように指示しました。

　話し手への評価シート返却は前期も実施しましたが、今回も実施しました。こ

れは話し手の反省材料にもなり今後のプレゼンテーションに役立てて欲しいとい

う願いからです。良いことも悪いことも書いてありますが、素直に向き合って受

け入れて欲しいと伝えました。

　2回目のプレゼンテーションは、その甲斐があってか全体的に 1回目より効果

的になっていたと思います。

⑦　プレゼンテーションで苦労した点や工夫した点

　定期試験時に「プレゼンテーションⅡで作品を作るときに苦労した点や工夫し

た点などあれば述べなさい」というアンケートを出しました。それをまとめたも

のが下表です。

反省・感想等アンケート 人数
アニメを入れるのが難しかった（音や写真なども） 6名
情報の収集に苦労（インターネット） 3名
萌えを調べるためにメイド喫茶に行った 3名
チームパートナーが授業に出てこないので進まなかった 2名
先輩（ベンチャービジネス経営者）からの情報があった 2名
色に配慮した 2名
文字の大きさに配慮 2名
プレゼンの方法（資料の選抜、発表の順番） 1名
図書館の活用 1名
リハーサルの必要性 1名
自分の知識の程度が相対的にわかる 1名
他の人のプレゼンが参考になった 1名

この表に対するコメントをいくつか述べてみます。

　まず、一番多かった 6名の「アニメーションを入れるのが難しかった（音や写
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真なども）」で、これは、ビデオを取り入れてプレゼンテーションをした学生が

いてとてもわかりやすく面白かったので、たぶんそれを真似しようとしたが難し

いことがわかったのだと思います。つまり、マルチメディア作品を作成しようと

いう学生が比較的多かったと思います。

　次に、3名の「情報の収集に苦労（インターネット等）」で、これは、情報収

集にほとんどの学生がインターネットを使っているが、検索方法がわからないと

か情報がありすぎてどれを選んだらいいかわからない等の問題です。これは、検

索などにまだ慣れていない場合が多いと思います。やはりこれを機会に検索に慣

れることだと思います。また、ストーリーをよく吟味し、方向性が決まっていれ

ば比較的スムーズに検索できると思います。

　次に、同じく 3名の「萌えを調べるためにメイド喫茶に行った」で、これはよ

く調べようとして相当がんばったようです。やはり、メイド喫茶に行くことは恥

ずかしいけれどそのチームは、好奇心が旺盛で積極的に調べるために決意してメ

イド喫茶に行ったようです。

⑧　決定したテーマ

　81名中、環境問題をテーマにした学生が 24名で約 30％でした。経済学部環境

経済学科が全体の受講生の中で約 80％（経済学科は残り 20％）なので、表にあ

る通り自学科の環境ビジネスや経済に関係あるテーマ：環境や経済についての

テーマを選んだ学生が 44名で全体の約 53％になります。これは、予想より少な

くテーマを自由にしたからだと思います。
テーマ名 人数 割合

環境問題関係 24 29.6％
経済学的アプローチ 20 24.7％
社会学的アプローチ 9 11.1％
情報通信学的アプローチ 7 8.6％
スポーツ学的アプローチ 7 8.6％
教養学的アプローチ 3 3.7％
キャリアデザイン学的アプローチ 8 9.9％
その他 3 3.8％
合計 81 100.0％
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詳細は以下を見てください。

環境問題関係
今後の地球温暖化対策 10 名
排出権ビジネス 4名
ゴミ・リサイクル・ビジネスとは 1名
いろいろなリサイクル 2名
途上国への環境技術の移転 2名
家電・自動車リサイクル 4名
電気自動車 1名

経済学的アプローチ
トヨタはなぜ世界のトヨタになったか 6名
アジアの台頭と中国経済の高度成長 6名
ベンチャービジネスを立ち上げるには 2名
ガソリン価格は上がり続けるのか 1名
なぜスーパーマーケットやコンビニがデパートを追い越したか 2名
中国に進出している日系ビジネス 1名
格闘技の経済的効果 2名

社会学的アプローチ
なぜペット時代になったか 2名
第 3のビール 2名
「萌え」グッズ 4名
学内コンビニ 1名

情報通信学的アプローチ
高齢化社会における ITの活用 1名
HDDレコーダーについて 1名
地域環境情報の発信とインターネットの可能性 1名
レコーダーについて 1名
ナノテク 3名
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スポーツ学的アプローチ
日本のサッカー熱 5名
スポーツ関係 2名

教養学的アプローチ
外国を見てこよう 3名

キャリアデザイン学的アプローチ
アルバイトと正社員 3名
企業がとりたい人物像とは 2名
こうすれば内定が採れる就職活動 3名

3．プレゼンテーションデザインについて

　プレゼンテーションデザインには、大きく分けて 3通りの方法がありました。

チームメンバーが、Aさん B君 Cさんの 3名のチームの場合を考えてみます。

①　直列型：A→ B→ C

　分担を決めて討論を重ねていろいろな意見を出し合って、順番を決めて 1つ

の流れでプレゼンテーションする場合です。（学生作品の図 1　トヨタはなぜ

世界のトヨタになったのか）　　　　　　　　　　　　　

②　並列型：A＋ B＋ C

　大きなテーマは決まっていますが、それぞれが独立しているのでプレゼン

テーションの順番についてはそれほど重要ではない場合です。（学生作品の図

2　外国を見てこよう）

③　ミックス型：A＊ B＊ C

　討論を重ねていろいろな意見を出し合って集めて順番に並べて統一した考え

に基づくものにブレンドして 1つに統合する場合です。（ほとんどの学生作品

がこれに該当するが代表的な例のみ紹介しますと図 3・4・5・6・7）

4．チームプレゼンテーションの成果

　前期に「自己紹介」「興味あるテーマ」等で個人プレゼンテーションを実施し

ました。今回、チームでのプレゼンテーションを実施し、それなりの成果はあっ
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たと思います。ICT（Information & Communication Technology）時代と言われて

いますが、選んだテーマでグループ分けしたので、面識の無いもの同士が同じテー

マを研究し、役割分担し、意見を出し、ストーリーを作り、パワーポイントで制

作するので、授業を通してコミュニケーション能力が試されることになります。

そのような意味で今回のプレゼンテーションは発表も大切ですが、それ以上に

チームを組んで 1つの目標に向かって作品を作り上げるために意見を出し合い、

調査をし、纏め上げ、パワーポイントで事前にリハーサルしてお互いに切磋琢磨

したことで新しいコミュニケーションの取り方、使い方を学習したと思われます。

評価シートを見てもチームでの協力は全体的によかったことがわかります。

　また、前期もそうでしたが、評価シートをつけることで他のチームのプレゼン

テーションを深く観察でき、それが自分の反省材料になり検討を加えてより良い

プレゼンテーションになっていったような気がします。このようなものを互恵教

育とでもいうのでしょうか。

　少なくとも前期の授業科目プレゼンテーションⅠで学習したものと比べて全体

的に数段上達したように思われます。これを機に社会に出てからも多分機会はあ

ると思うので、経験を積んで自分なりに上達していってほしいと思います。
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学生作品：チームプレゼンテーションの例（図 1～図 6）

図 1（テーマ：トヨタはなぜ世界のトヨタになったか、メンバー数：6名　分担

は 2枚目～ 6枚目→ 7～ 13→ 14～ 17→ 18～ 24→ 25～ 29）
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図 2（テーマ：外国を見てこよう、メンバー数：3名　分担は 2→ 7がニューヨー

ク、8→ 15がニュージーランド、1～ 4が日本）

図 3（テーマ：なぜペット時代になったのか、メンバー数 2名）
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図 4（テーマ：「萌え」グッズ、メンバー数 4名）

図 5（テーマ：日本のサッカー熱、メンバー数 2名）
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図 6（テーマ：発展途上国と環境マネージメント、メンバー数：2名）

図 7（テーマ：排出権ビジネス、メンバー数：6名）




