
How to make Presentation Movie

（ Machintosh Ver.）

演題動画作成・保存マニュアル

（Machintosh版）



スライド付き講演動画の作成方法投稿の流れ

以下のステップより講演動画を作成ください。
データのアップロードは後日、ご案内させていただきます。

作成方法の一例ですので 他の方法で 動画作成される場合は、この限りではありません。
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Steps to make Presentationmovie with PPT

Please make your presentation movie with  the steps in below.

We will  announce you how to upload to the website later.

- Table of contents -

 Before get start Recording your presentation movie
 Preparation of the system
 Record your presentation voice
 Operation method during recording
 Audio confirmation method for each slide
 How to Re Recording specific silde
 How to create a video file

Make presentation 
file（PPT）

Preparation of 
the system

Record your 
presentation 
voice

Save your  
Presentation Movie

Upload to the 
Website



◆スライドサイズ

16：9で作成をお願いいたします。
※４：３で作成頂いた場合は、登録可能ですが、左右の黒い線が多く表示される形になります事をご了承ください。

◆ファイルについて

①先生ご自身が作成された発表用パワーポイントのファイルをご用意ください。

②元データ、動画に加工する為のコピーファイルを別に保存し、録音作業をお願いします。

◆１枚目のスライドは演題名の記載をお願いします。

◆スライドの枚数及び動画の分数について
スライド枚数に制限はありませんが以下の時間で調整をお願いします
口頭発表 （口頭発表：演題番号の前に(O)がついているもの）：20分以内
ポスター発表（ポスター：演題番号の前に(P)がついているもの）：3分以内

録音を始める前に



◆Presentation size of the PPT

Please set up with 16：9
※４：３ is  OK,  but please understand the Black lines on the both side will be displayed than 16: 9

◆ About your File

① Please Prepare your  Presentation file.

② Please copy your  Presentation file, and use this file for the movie.

◆ Please write your  Presentation title on the first slide

◆We do not make a limit of the number of the slide, but  please adjust your
presentation time with below
Oral Presentation（O1-5 . 7-10）：within 20min.

* Only O-6  is  40min
Poster Presentation（ P1-14） ：within 3 min.

Before get start Record narration



◆ パソコン・マイクのご準備をお願いします。

◆マイクの性能テストをお願いします。

マイクがついているノートパソコンの場合は内臓マイク

マイクのついていない ノートパソコン・デスクトップパソコンを使用する場合
は外付けのマイクをつないで音声の録音をお願いします。

◆録音の際は極力静かな場所で雑音が入らないようお願いします。

機器の準備

◆ Please set up your PC and  Microphone.

◆ Pleasemake sure your Microphone is set up.

Built-in microphone in a laptop.

Please connect an external microphone to record If you are using a laptop or
desktop computer that does not have amicrophone.

◆ Please Record your presentation in silent place.

Preparation of the system



①先頭のスライドを選択
Choose the first slide

How to get start Record narration
音声の開始方法

②Click Slide show 

③スライドショーの記録をクリック
Record Slide show

②

③

①

特定のスライドを録音し直したいときはそのスライドを選択。
If you  want Re record one slide, choose the specific slide.



全スライドの合計時間
Rec. time of this slide

現在のスライドの録音時間
ALL Rec. time

録音中の操作方法
Operation functions during recording

Slide forwardSlide back

STOP



④音声の再録音が済んだら
マウスを右クリックして
「スライドショーの終了」を選択
Click and choose finish Slideshow

⑤「はい」を選択して保存完了
Click “YES” and save

特定のスライドを録音し直したいとき
If you  want Re record one slide

特定のスライドを録音し直したいスライドを選択。
If you  want Re record one slide, choose the specific slide.

Click Slide show 

スライドショーの記録をクリック
Record Slide show

②

①

③



③ファイル名は任意の場所に保存
※ファイル名は・演題番号_演者名を指定致します。

④ファイル形式「MP4」
品質は「インターネット」
FILE : MP4
Quality: Internet

⑤エクスポートをクリックして動画を保存する。
Click export and SAVE

動画ファイルの作成方法
How to Create a Movie Please save your Presentation file name

■ Presentation number
Oral Presentation（O1～10）
Poster Presentation（P1～14）
+

■ Your Name

Ex. O1_Suzuki

①ファイルをクリック
Click FILE

② Export

③

④

⑤

①

②


