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プレゼンの基本の「キ」
2021年11月15日（月） 
京都大学附属図書館 
学習サポートデスク 
アジア・アフリカ地域研究研究科 
二重作和代

伝える！
初めてでも 

⼤丈夫！

プレゼンブラッシュアップ講座：附属図書館学習サポートデスク
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プレゼンとは？

プレゼンブラッシュアップ講座：附属図書館学習サポートデスク

プレゼン：特に視覚情報を⽤いながら⼝頭で情報を伝達し、聞き⼿に何らかの⾏動を 
     促すことを⽬的とする。

⼤学：⾃分の考えを簡潔にまとめて⼝頭で伝え、聞き⼿からコメントや質問をもらう。 
仕事：クライアントに⾃社の提案を⼝頭で伝え、理解を得る（契約など）。

基本的に、前準備はライティングとほとんど変わらない！

①「なにを」、「誰に」、「どんな条件の下で」まとめていくかを考える。 
②テーマを必要な論点に分割、筋が通るように正しくつなぐためのプランを⽴てる。 
 （アウトラインの作成） 

③発表⽤のメモ（カンペ）を⽤意する。 
④投影資料・配布資料（スライドやレジュメ）を⽤意する。

たとえば・・・
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プレゼンはこちらも！
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プレゼンの準備①
まずは⼤事な前提条件の確認を！

・発表テーマは何か？ 
・発表形態は？（オンライン？対⾯？スライド使⽤可？） 
・発表⽇程は？ 
・制限時間は？（これを超えるべからず！） 

＜時間のめやす＞ 
・原稿400字→1分（早めに読んで）理想は100字あたり1分 
・1スライド、１メッセージ ←１枚に詰め込みすぎない 
・1スライド、1分 ←発表時間が15分なら15枚前後が理想 
・事前練習で時間感覚を確認すべし！！！

何より大事なのは、 

時間内にわかりやすく話すこと！
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プレゼンの準備②
アウトラインを作ってみよう！

＜アウトラインの構成＞ 

⑴内容のプラン 
 …レポートなどと同じように、話の流れ、論点の配置を考える。 

⑵発表のプラン 
 …プレゼンのために、⑴の内容の時間配分や資料・スライドにどう 
  対応させるかを考える。
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プレゼンの準備③
（例テーマ） 
興味のあるテーマについて、先⾏研究をいくつか調べ、⾃分なりに分類・整理する。 
そしてそこから浮かび上がる問題点や課題について述べよ。 
・対⾯でのプレゼン 
・制限時間10分 
・要スライド

（発表構想例） 
興味のあるテーマ：インドネシア⽂化 
取り上げる先⾏研究：インドネシア映画におけるインドネシア⽂化の表象に関する研究 
想定するタイトル：インドネシア映画における⽂化の表象 
★スライド枚数は１０枚におさめたい・・・！
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プレゼンの準備④

実際の発表時間がプラン通りにいく
とは限らないので、必ず⼀回は練習
して確認すべし！

・表紙、⽬次も⼊れて、 
 合計で９枚のスライドを⽤意する 
・時間も10分に収まるように計画

ポイント①

ポイント②
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スライドを作ってみる①

・⼤まかなレイアウト 
・⼤まかな内容 
 →１スライドに情報が⼊りすぎな 
  いように気をつける。

ポイント
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スライドを作ってみる②

・発表タイトル 
・発表⽇時、場所（授業名） 
・所属、学年、⽒名 
（表紙以外） 
・スライド番号

ポイント
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スライドを作ってみる③

・対⾯、オンラインによって 
 読みやすい⽂字サイズにする 
・スライドに⽂字を⼊れすぎない！ 
・適宜写真や図表を挿⼊して、 
 視覚的に訴える！

ポイント
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発表時の注意点について①
いいプレゼン＝いいスライド？ 
 ▶必ずしもそうとは限らない！！！

＜プレゼンで重視すべきこと！＞ 
・発表すべき内容があること 
 （課題の趣旨を理解していること） 
・発表内容が整理され、準備されていること 
・時間や締め切りなどをまもっていること

これらを押さえた上で、スライドデザイン
などを考えよう。
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発表時の注意点について②
・⽂字の⼤きさは最低25pt以上！！！ 
 25ptよりも⼩さいと⾒えないです。 

  対⾯でのプレゼンであれば50ptくらいでも！ 
・⾊は控えめに！！ 
 おすすめは１⾊のベースカラーの明るさなどを調整し、 
 使う⾊は合計2〜３⾊にする！ 
 ⽂字の⾊は⿊ではなく、濃いめのグレーで！ 

・画像や表などは著作権や個⼈情報に注意！！ 
 →許可が取れていない⼈物には⽬隠しなど 
 →引⽤元を明記する

黒 グレー
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発表時の注意点について③
話し⽅を⼯夫して、聞き⼿の関⼼を惹きつける！ 
 →聞き⼿にメッセージが伝わりやすくなる。 
  聞き⼿からより多くの反応を得ることができる。

＜プレゼンでの話し⽅＞ 
・あらかじめ原稿、カンペを⽤意する 
 （内容を忘れても安⼼）（スライドは読まない！！） 
・最低⼀回は練習をする 
・⼤きな声で、ハキハキと、ゆっくり話す 
・原稿、カンペを凝視するのではなく、 
 適宜聞き⼿の反応を伺いながら話す 
 （会場を軽く⾒渡すイメージ）

堂々と話す！
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発表時の注意点について④

出典: The enterprisers project 2019/12/30 
https://enterprisersproject.com/article/2019/12/5-
ted-talks-inspire-leaders

・シンプルなスライド 
・聞き⼿を⾒ながら話す 
 →聞き⼿も話を聞きやすくなる 
 （双⽅向のコミュニケーション） 
・適度なボディーランゲージ

注⽬！

プレゼンで注⽬されるのは、 
スライドではなくて「あなた」！！ 
（スライドはおまけ）
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例スライドで確認してみよう
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インドネシア映画における文化の表象
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

東南アジア地域専攻 
二重作和代
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インドネシア映画における文化の表象
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 

東南アジア地域専攻 
二重作和代

2021年X月X日（X） 
XXXXXXXXXXXXX

授業名、発表日を記載する

行の幅寄せと、テキストの配置
を合わせてあげると綺麗！
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・文字の色をグレーにする。 
・太字と細字の使い分け、 
　文字サイズの変更で 
　メリハリをつけてみる。



はじめに：テーマの背景
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インドネシア：国是「多様性の中の統一」の通り、多様なエスニック・グループを抱える 

　　　　　　　→彼らによって構成される「インドネシア人」 

映画：娯楽、経済活動 

　　　→何かしらのメッセージを伝える媒体 

★さまざまなひとびとによって構成される「インドネシア人」と、 
　彼らによって保持され、表象される「インドネシア文化」はどのようなものか？ 

　→インドネシア映画を通して検討



はじめに：テーマの背景
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インドネシア：国是「多様性の中の統一」の通り、多様なエスニック・グループを抱える 
　　　　　　　→彼らによって構成される「インドネシア人」 

映画：娯楽、経済活動 
　　　→何かしらのメッセージを伝える媒体 

★さまざまなひとびとによって構成される「インドネシア人」と、 
　彼らによって保持され、表象される「インドネシア文化」はどのようなものか？ 
　→インドネシア映画を通して検討

本発表の⽬的

・文字色、サイズの変更 
・適宜図形を用いて、 
　異なるトピックがわかるように 
　する。



先行研究：インドネシア映画研究の概観
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比較的古いものであればヘイダーの研究があるが、そこではインドネシア映画の作品
の中から国民文化を読み解こうとしている（「スクリーン上の国民文化（National 
Culture on Screen）」の視点）。特に、「個人対集団」や「善/悪 対 秩序/無秩序」
のような独自の対立軸から西洋映画と比較して、インドネシア映画の異質性を論じて
いる[Heider 1991]。 
また、比較的新しく上記と類似している研究では、映画内の役者動き、胡座座りなど
のボディーランゲージに着目して、インドネシアの特異性を指摘するものもある
[Hanan 2017]。

西洋映画との比較

しかし、西洋との比較することは時代遅れであるという批判や、インドネシア映画
からインドネシアの「文化」にアプローチすることは限界であるという指摘もあ
る。例えば小池は、地域研究学者が映画のストーリーの社会文化的背景であった
り、映画制作者側が映画を通して発信しようとする文化的なコメントやメッセージ
を読み解き検討することは可能なのではないか、と指摘している[小池 2019]。

胡座座り（duduk bersila）

プレゼンブラッシュアップ講座：附属図書館学習サポートデスク



先行研究：インドネシア映画研究の概観
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• 「スクリーン上の国民文化（National Culture on Screen）」の視点 
▶「個人対集団」、「善/悪 対 秩序/無秩序」[Heider 1991] 

• 「文化的特異性（Cultural specificity）」概念 
▶ボディーランゲージから地域文化に着目。[Hanan 2017]

西洋映画との比較

西洋との比較や、インドネシア映画からインドネシアの「文化」にアプロー
チすることは限界 。 
地域研究として検討可能▶映画のストーリーの社会文化的背景、製作者側の
文化的コメントやメッセージ [小池 2019]

出典：JPNN 2018/7/27 
https://www.jpnn.com/news/siswa-diharuskan-

duduk-bersila-dilarang-selonjoran

胡座座り（duduk bersila）

図や表を入れる場合は、 
必ず引用元を明記する！

プレゼンブラッシュアップ講座：附属図書館学習サポートデスク

文字が多いと見にくい・・・！！！ 
箇条書きにするくらい、大胆に 



先行研究：インドネシア映画研究の概観
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社会文化的背景を分析
• インドネシア自画像（特にイスラーム社会）：スハルト権威
主義体制の崩壊後、2002年バリ島爆発テロ事件以降のイ
ンドネシア社会を、2008年以降の映画から検討 
[西 2013]。 

• 多様性の中の統一：混成社会を生きる華人が抱える課題
や困難、華人性の継承のあり方を、華人社会をテーマと
した映画から検討[篠崎 2013]。 

• 地方社会への注目：2000年以降の経済成長や地方分権な
どを背景とした、「地方再発見」の潮流を表すものとし
て映画を検討[小池 2015]。

華人をテーマにした映画 
「空を飛びたい盲目のブタ」

出典：大阪アジアン映画祭2009 
hhttp://www.oaff.jp/2008/popup/

index08.html

http://www.oaff.jp/2008/popup/index08.html
http://www.oaff.jp/2008/popup/index08.html


先行研究：インドネシア映画研究の概観
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社会文化的背景を分析
• インドネシア自画像（特にイスラーム社会）：スハルト権威
主義体制の崩壊後、2002年バリ島爆発テロ事件以降のイ
ンドネシア社会を、2008年以降の映画から検討 
[西 2013]。 

• 多様性の中の統一：混成社会を生きる華人が抱える課題
や困難、華人性の継承のあり方を、華人社会をテーマと
した映画から検討[篠崎 2013]。 

• 地方社会への注目：2000年以降の経済成長や地方分権な
どを背景とした、「地方再発見」の潮流を表すものとし
て映画を検討[小池 2015]。

華人をテーマにした映画「空を飛びたい盲目のブタ」

出典：大阪アジアン映画祭2009 
hhttp://www.oaff.jp/2008/popup/

index08.html

図や表を入れる場合は、 
なるべく大きいサイズで！

http://www.oaff.jp/2008/popup/index08.html
http://www.oaff.jp/2008/popup/index08.html


先行研究：映画「虹の少年たち」と先行研究
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• イスラーム的な映画 
通常、イスラーム小説、あるいはイスラーム映画というカテ
ゴリーに分類される作品ではない。しかしながら、ムハマ
ディアの小学校と敬虔な女性教師、そこで成長する生徒たち
を肯定的に描いて、イスラーム的な価値を広めることに成功
している。 

• エキゾチックな地方社会を表象する映画 
都市部（ジャカルタ、バンドン）⇆地方社会 
Mira Lesmana、Riri Rizaによる、インドネシアで初めて明
確に「地方」が全面に出された映画。その後はティモール島
やスンバ島を舞台にした映画を製作・放映。

映画制作者、観覧者の視点に偏った分析・検討

プレゼンブラッシュアップ講座：附属図書館学習サポートデスク



先行研究：映画「虹の少年たち」と先行研究
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• イスラーム的な映画 
通常、イスラーム小説、あるいはイスラーム映画というカテ
ゴリーに分類される作品ではない。しかしながら、ムハマ
ディアの小学校と敬虔な女性教師、そこで成長する生徒たち
を肯定的に描いて、イスラーム的な価値を広めることに成功
している。[野中 2013:284] 

• エキゾチックな地方社会を表象する映画 
都市部（ジャカルタ、バンドン）⇆地方社会 
Mira Lesmana、Riri Rizaによる、インドネシアで初めて明
確に「地方」が全面に出された映画。その後はティモール島
やスンバ島を舞台にした映画を製作・放映。[小池 2015]

出典：Kompasiana 2016/4/6 
https://www.kompasiana.com/rara_intan/57030ba91497734f048b4568 

/film-indonesia-laskar-pelangi-ada-inspirasi-di-sana?page=all
映画制作者、観覧者の視点に偏った分析・検討

引用元が書いてあるもの 
→先行研究での考え・意見 
引用元が書かれていないもの 
→発表者の考え・意見

引用した箇所には 必ず引用元を！

プレゼンブラッシュアップ講座：附属図書館学習サポートデスク

https://www.kompasiana.com/rara_intan/57030ba91497734f048b4568


まとめ
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考察： 
これまでの先行研究の傾向 
・西洋映画との比較から映画における「インドネシア文化」を検討する立場から、 
　映画における社会文化的背景を読み解くことで「インドネシア文化」を検討する立場へ変化。 
・映画制作者側の視点にたった分析・検討 

先行研究で扱われていない範囲 
・映画鑑賞者側の視点（映画を見た人は制作者のメッセージをどのように受け取っている？） 
・映画公開後、メッセージの発信がどのような影響をインドネシア社会にもたらしているのか？ 
　（映画はあくまでメッセージを投げるだけなのか？そこから何か生じたりしないのか？） 

このスライドは、何をまだ改善できる？
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引用文献は古すぎないか？ 
最近のものを引用しているか？ 
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グリッドを意識すると 
とても綺麗なスライドに！！！！！！
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