
受験番号　　　　　　　　受験者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　

採点対象 詳細 問題 チェック項目 配点 得点

全体 詳細1 1-(1)
5-(2)

プレゼンテーションファイル“企業説明会資料.pptx”が、10枚のスライドで作成されている。
（異なるファイル名で保存されている場合、スライドの枚数や順序が異なる場合、スライド1のレイアウトが
「タイトル スライド」でない場合は、ここでは得点なしとし、以降の採点は通常通り行う）

3

詳細2 1-(1) 以下のスライドが指示通り挿入されている。（［ホーム］タブの［レイアウト］ボタンをクリックして確認
を行う。1箇所異なるごとに1点減点。最大2点までの減点）
　□スライド3：「2つのコンテンツ」　　　　 □スライド7：「タイトルのみ」
　□スライド4：「タイトルのみ」　　　　　　□スライド8：「タイトルとコンテンツ」
　□スライド5：「タイトルとコンテンツ」　　□スライド9：「タイトルのみ」
　□スライド6：「2つのコンテンツ」　　　　 □スライド10：「タイトルのみ」

2

詳細3 1-(1) “会社説明.pptx”のスライド「会社概要」を再利用する形で、スライド2が作成されている。（タイトルが
「会社概要」でない、スライドのレイアウトが「タイトルのみ」でない、表がない等、明らかに再利用が確
認できない場合は得点なし）

2

詳細4 1-(2) スライドのデザインが指示通り設定されている。（すべてできていて得点）
　テーマ：Office テーマ
　配色　：青

1

詳細5 1-(3)
①

スライドマスターの「Officeテーマ スライド マスター」の書式が、指示通り設定されている。
（すべてできていて各1点）
　□マスタータイトルの書式設定
　　フォント　　　：HGP明朝B
　　フォントサイズ：48pt
　　フォントの色　：青、アクセント1
　　位置　　　　　：縦位置：2.5cm
　□マスターテキストの書式設定
　　位置　　　　　：縦位置：6.5cm
　□背景の書式設定
　　塗りつぶし　　：図の挿入：“背景.jpg”

3

詳細6 1-(3)
②

スライドマスターの「2つのコンテンツ レイアウト」の書式が、指示通り設定されている。
（すべてできていて得点）
　左右のマスターテキストの書式設定
　　位置：縦位置：6.5cm

1

詳細7 2-(1)
  (2)
3-(9)
①

スライド１、3～9のタイトル用、サブタイトル用のプレースホルダーに、テキストが指示通り入力されてい
る。（1箇所異なるごとに1点減点。最大3点までの減点）
［タイトル（すべて全角）］　　　　　　　　　　［サブタイトル（すべて全角）］
　スライド1： □企業説明会資料　　　　　　　　　□２０１６年８月１０日（改行）松本証券株式会社
　スライド3： □証券会社の仕事とは？
　スライド4： □社員紹介
　スライド5： □研修制度
　スライド6： □求める人物像
　スライド7： □募集要項
　スライド8： □よくあるご質問
　スライド9： □山田太郎さん≪リテール部門≫

3

詳細8 2-(3) スライド3、6、8のコンテンツ用のプレースホルダーに、“説明素材.txt”の内容が指示通り貼り付けられて
いる。（各プレースホルダーにつき1点。なお、スライド5は、スライド5【詳細1】で評価する）
　□スライド3の右 ：「リテール部門～トレーディング業務」
　□スライド6の右 ：「指示を待つ～常に成長する」
　□スライド8　　 ：「Ｑ．総合職と～決まります。」

3

詳細9 2-(4) スライド3およびスライド6の左のコンテンツ用のプレースホルダーが削除されている。
（[選択]ウィンドウを表示して確認を行う。すべてできていて得点）

1

詳細10 4-(1) スライドショーの設定で、スライドの表示が1から8に指定されている。 1

詳細11 5-(1) スライド1～10に、画面切り替えの効果が指示通り設定されている。（［画面切り替え］タブにて確認を行
う。各スライドごとに1点減点。最大3点までの減点）
　□スライド1：出現、効果のオプション：スムース（左から）
　□スライド2：フェード、効果のオプション：黒いスクリーンから
　□スライド3：フェード、効果のオプション：黒いスクリーンから
　□スライド4：ディゾルブ
　□スライド5：ピールオフ、効果のオプション：右
　□スライド6：ピールオフ、効果のオプション：右
　□スライド7：ピールオフ、効果のオプション：右
　□スライド8：ピールオフ、効果のオプション：右
　□スライド9：ディゾルブ
　□スライド10：ディゾルブ

3

小計 23

スライド1 詳細1 2-(5)
①

タイトル用のプレースホルダーが、指示通り設定されている。（すべてできていて得点）
　フォントサイズ：80pt
　文字の影　　　：ON

1

詳細2 2-(5)
①

サブタイトル用のプレースホルダーが、指示通り設定されている。（すべてできていて得点）
　フォントサイズ：2行目：32pt
　文字の配置　　：上下中央揃え

1

スライド2 詳細1 3-(1) 表が指示通りに設定され、画像が挿入されて、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　表のスタイル　：中間スタイル2-アクセント2
　フォントサイズ：16pt
　セルのサイズ　：1～5行目：高さ：1cm
　　　　　　　　　6行目 　：高さ：6.5cm
　　　　　　　　　1列目 　：幅　：5cm
　　　　　　　　　2列目 　：幅　：16.5cm
　文字の配置　　：1～5行目のセル：上下中央揃え
　グラフの挿入　：Excelファイル“従業員数.xlsx”内のグラフが、図として貼り付けられている。

3

サーティファイ ソフトウェア活用能力認定委員会

PowerPoint®プレゼンテーション技能認定試験上級 （サンプル） 実技採点シート （2016対応）

※スライドの枚数が異なる場合は、スライドの内容に合致するチェック項目で採点を行う。
※動作設定を確認する場合は、［ハイパーリンクの編集］ダイアログボックスを開き、リンク先を確認する。
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採点対象 詳細 問題 チェック項目 配点 得点

スライド3 詳細1 2-(5)
②

右のコンテンツ用のプレースホルダーが、指示通り設定されている。（すべてできていて各1点）
　□1、4行目
　　フォントスタイル：太字
　　フォントの色　　：青、アクセント1
　　箇条書き　　　　：なし
　　間隔　　　　　　：段落前：36pt
　□2、3、5～7行目
　　フォントサイズ　：20pt
　　箇条書き　　　　：正答例と同じものが選択されている
　　行頭文字のサイズ：90%

2

詳細2 3-(2) 図形が作成され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　図形　　　　　　：メモ
　テキストの追加　：金融商品や（改行）サービスの提供
　フォントサイズ　：32pt
　文字の影　　　　：ON
　図形のスタイル　：グラデーション-水色、アクセント2
　サイズ　　　　　：高さ：6cm、幅：10cm

2

スライド4 詳細1 3-(3)
①

図形が挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて各1点）
　□左上の図形
　　図形　　　　　：角丸四角形
　　テキストの追加：山田太郎さん（改行）≪リテール部門≫（すべて全角）
　　フォント      ：MS Pゴシック
　　フォントサイズ：1行目：28pt
　　段落の配置　　：左揃え
　　図形のスタイル：光沢-青、アクセント1
　　サイズ　　　　：高さ：2.5cm、幅：7cm

　□右上の図形
　　図形　　　　　：角丸四角形
　　テキストの追加：佐藤花子さん（改行）≪ホールセール部門≫（すべて全角）
　　フォント      ：MS Pゴシック
　　フォントサイズ：1行目：28pt
　　段落の配置　　：左揃え
　　図形のスタイル：光沢-青、アクセント1
　　サイズ　　　　：高さ：2.5cm、幅：7cm

2

詳細2 3-(3)
②

図形が挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて各1点）
　□左下の図形
　　図形　　　　　：対角する2つの角を切り取った四角形
　　テキストの追加：テキストファイル“説明素材.txt”の内容が貼り付けられている。
　　　　　　　　　　「1999年～務める。」
　　フォントサイズ：20pt
　　段落の配置　　：左揃え
　　文字の配置　　：上揃え
　　間隔　　　　　：段落後：12pt
　　図形のスタイル：グラデーション-水色、アクセント2（目視チェック）
　　図形の効果　　：影：オフセット（下）
　　サイズ　　　　：高さ：6cm、幅：13cm

　□右下の図形
　　図形　　　　　：対角する2つの角を切り取った四角形
　　テキストの追加：テキストファイル“説明素材.txt”の内容が貼り付けられている。
　　　　　　　　　　「2013年～配属される。」
　　フォントサイズ：20pt
　　段落の配置　　：左揃え
　　文字の配置　　：上揃え
　　間隔　　　　　：段落後：12pt
　　図形のスタイル：グラデーション-水色、アクセント2（目視チェック）
　　図形の効果　　：影：オフセット（下）
　　サイズ　　　　：高さ：6cm、幅：13cm

2

詳細3 3-(3)
③

画像が挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて各1点）
　□左の画像
　　画像ファイル：“写真1.jpg”
　　サイズ　　　：目盛の高さ：70%、目盛の幅：70%
　　　　　　　　　縦横比を固定する：ON、元のサイズを基準にする：ON
　　配置　　　　：最背面へ移動
　□右の画像
　　画像ファイル：“写真2.jpg”
　　サイズ　　　：目盛の高さ：70%、目盛の幅：70%
　　　　　　　　　縦横比を固定する：ON、元のサイズを基準にする：ON
　　配置　　　　：最背面へ移動

2

詳細4 4-(2) 図形に適切な動作が設定されている。（すべてできていて各1点）
　□図形「山田太郎さん≪リテール部門≫」
　　リンク先　　　　：9.山田太郎さん≪リテール部門≫
　□図形「佐藤花子さん≪ホールセール部門≫」
　　リンク先　　　　：10.佐藤花子さん≪ホールセール部門≫

2
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採点対象 詳細 問題 チェック項目 配点 得点

スライド5 詳細1 2-(3)
3-(4)
①

コンテンツ用のプレースホルダー内のテキストが、指示通りSmartArtグラフィックに変換され、正答例と同
様に配置されている。
　□テキスト（すべてできていて1点）
　　左　：「新入社員研修」
　　中央：「現場研修」
　　右　：「主任研修」
　（SmartArtグラフィックに変換されていない場合でも、テキストファイル“説明素材.txt”の内容
　（新入社員研修～主任研修）がスライド上にあれば1点とする）

　□SmartArtグラフィック（すべてできていて2点。コンテンツプレースホルダーであるか
　　　　　　　　　　　　　［選択］ウィンドウで確認を行い、図表となっている場合は得点なし）
　　SmartArtのレイアウト：画像付きプロセス
　　フォント　　　　　　：MS Pゴシック
　　フォントサイズ　　　：32pt
　　画像の挿入　　　　　：左　：“新人研修.jpg”
　　　　　　　　　　　　　中央：“現場研修.jpg”
　　　　　　　　　　　　　右　：“主任研修.jpg”
　　SmartArtのスタイル　：光沢
　　SmartArt全体のサイズ：高さ：8.4cm、幅：26.5cm

3

詳細2 3-(4)
②

ワードアートが挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　ワードアートスタイル：塗りつぶし（パターン）-青、アクセント1、
　　　　　　　　　　　　50%、影（ぼかしなし）-アクセント1（目視チェック）
　テキストの追加　　　：年齢・能力に合わせてステップアップ（すべて全角）
　フォントサイズ　　　：40pt

1

詳細3 4-(3) アニメーションが指示通り設定されている。（すべてできていて得点）
　・順序1　　 ：SmartArtグラフィック
　　　効果　　：スライドイン
　　　方向　　：左から
　　　連続　　：1つのオブジェクトとして
　　　開始　　：クリック時
　　　継続時間：00.75

1

スライド6 詳細1 2-(5)
③

右のコンテンツ用のプレースホルダーが、指示通り設定されている。（すべてできていて得点）
　　フォントサイズ：24pt
　　段落番号　　　：正答例と同じものが選択されている
　　行頭文字の色　：赤
　　段落の配置　　：両端揃え
　　インデント　　：テキストの前：1cm、最初の行：ぶら下げ、幅：1cm
　　間隔　　　　　：段落後：18pt

2

詳細2 3-(5)
①

テキストボックスが挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　　テキストの追加：４つの力（すべて全角）
　　フォントサイズ：28pt
　　文字の影　　　：ON

1

詳細3 3-(5)
②

“会社説明.pptx”のスライド2にあるSmartArtグラフィックが指示通り貼り付けられ、正答例と同様に配置
されている。
　SmartArtグラフィックが、正答例と同様の青系の色に変更されている。（目視チェック）

1

詳細4 4-(4)
①
②

アニメーションが指示通り設定されている。（すべてできていて各1点）
　□順序1：テキストボックス「４つの力」
　　　効果　　：強調：パルス
　　　連続　　：1つのオブジェクトとして
　　　開始　　：クリック時
　　　継続時間：01.00
　□順序2～6：SmartArtグラフィック
　　　効果　　：強調：スピン
　　　連続　　：個別
　　　開始　　：クリック時
　　　継続時間：00.50

2

スライド7 詳細1 3-(6) 表が挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　表の挿入　　　　　　　：Wordファイル“スライド7.docx”の表が指示通り貼り付けられている。
　　　　　　　　　　　　　（目視チェック）
　表スタイルのオプション：タイトル行：ON、縞模様（行）：ON、その他すべて：OFF
　表のスタイル　　　　　：中間スタイル2-アクセント2
　セルの結合　　　　  　：2行目の2列目と3列目、5行目の2列目と3列目、
　　　　　　　　　　　　　7行目の2列目と3列目、8行目の2列目と3列目
　　　　　　　　　　　　　※不要な改行が残っている場合は得点なし
　セルのサイズ　　　　　：1、3～5、7、8行目：高さ 1cm
　　　　　　　　　　　　　1列目：幅 6cm、2、3列目：幅 11cm

2

スライド8 詳細1 2-(5)
④

コンテンツ用のプレースホルダーが、指示通り設定されている。（すべてできていて各1点）
　□1、3、6行目
　　箇条書き　　　：なし
　　間隔　　　　　：段落前：18pt
　□2、4、5、7、8行目
　　フォントサイズ：20pt
　　箇条書き　　　：なし
　　インデント    ：テキストの前：1.5cm

2
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採点対象 詳細 問題 チェック項目 配点 得点

詳細2 3-(7) スライド3で作成した図形（メモ）が指示通り貼り付けられ、正答例と同様に配置されている。
（スライド3 詳細2と書式が異なる場合は得点なし）
　　テキストの編集：皆さんの（改行）ご応募を（改行）お待ちしています

1

詳細3 4-(5)
①

アニメーションが指示通り設定されている。（すべてできていて得点）
　・順序1：図形「皆さんのご応募をお待ちしています」
　　　効果　　：フロートイン
　　　方向　　：フロートダウン
　　　連続　　：1つのオブジェクトとして
　　　開始　　：クリック時
　　　継続時間：01.00

1

詳細4 4-(5)
②

図形が指示通り挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　図形　　　　　　：円と上矢印が指示通り結合され、正答例と同様の図形が作成されている。
　　　　　　　　　（［選択］ウィンドウで、図形がフリーフォームであるか確認）
　図形の塗りつぶし：色：濃い青、テキスト2、白+基本色60%
　図形の枠線　　　：線なし
　図形の効果　　　：影：オフセット（下）
　サイズ　　　　　：高さ：2.5cm、幅：2.5cm
　リンク先　　　　：最初のスライド

3

スライド9 詳細1 2-(5)
⑤

タイトル用のプレースホルダーの文字列「≪リテール部門≫」が、指示通り設定されている。
　フォントサイズ：40pt

1

詳細2 3-(8)
①

画像が挿入され、正答例と同様に配置されている。
　画像ファイル：“スライド9.png”

1

詳細3 3-(8)
②

画像が指示通り挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　画像ファイル：“写真3.jpg”
　図のスタイル：角丸四角形、反射付き（目視チェック）
　サイズ　　　：目盛の高さ：93%、目盛の幅：93%
　　　　　　　　縦横比を固定する：ON、元のサイズを基準にする：ON

1

詳細4 3-(8)
③

テキストボックスが挿入され、正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　テキストの追加　　：一定の相談時間を設けることにより、（改行）
　　　　　　　　　　　若手の育成に力を入れています。
　フォント　　　　　：MS Pゴシック
　フォントスタイル　：太字
　フォントの色　　　：青、アクセント1

1

詳細5 4-(6) 図形が正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　図形　　：スライド8詳細4の結合された図形がコピーして貼り付けられ、左へ90度回転されている。
　　　　　　（目視チェック）
　リンク先：4.社員紹介

1

スライド10 詳細1 3-(9) スライド9を複製する形で、スライド10が作成されている。（詳細3～4の画像とテキストボックスの書式が、
スライド9詳細2～4と異なる場合、ここでは得点なしとし、以下の採点を行う）

1

詳細2 3-(9)
①

タイトル用のプレースホルダーの文字列が、「佐藤花子さん≪ホールセール部門≫」に変更されている。
（「≪ホールセール部門≫」部分のフォントサイズが40ptでない場合は得点なし）

1

詳細3 3-(9)
②
③

画像が変更されている。（すべてできていて得点）
　左の画像：“スライド10.png”
　右の画像：“写真4.jpg”

1

詳細4 3-(9)
④

テキストボックスの文字列が「資金調達のための新たな有価証券の（改行）発行についてご提案いたしまし
た。」に変更されている。

1

詳細5 4-(6) 図形が正答例と同様に配置されている。（すべてできていて得点）
　図形　　：スライド8詳細4の結合された図形がコピーして貼り付けられ、左へ90度回転されている。
　　　　　　（目視チェック）
　リンク先：4.社員紹介

1

小計 47

合計 70
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