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暑中見舞い用イラスト作成 

1. ひまわりのイラストを描こう 

① 《挿入》タブをクリック⇒《図》グループの《図形》

をクリック⇒  《星 24》をクリック⇒作成画面上で

Shift キーを押しながら斜め下にドラッグ（マウスポ

インターの形は＋）⇒サイズが決まったらマウスの指

を放してから、Shift キーを放します。 

 

※ Shift キーを押しながらドラッグすると、縦横比が

1：1 の図形が描けます 

※ 図形を作成すると、《描画ツール》の《書式》タブ

が表示され、図形の塗りつぶし色、線の色や太さな

どの設定をすることができます。 

※ 図形の選択を解除すると、《書式》タブは非表示に

なります。 

 

 

 

 

 

 

 

② 図形を選択⇒《書式》タブをクリック⇒《図形のスタ

イル》グループの《図形の塗りつぶし▾》をクリック⇒

《グラデーション》をポイント⇒《その他のグラデー

ション》をクリックします。 

 

《図形の書式設定》作業ウィンドウが表示されます。 

 

※ 図形の上で右クリック⇒ショートカットメニュー

の《図形の書式設定》をクリックでも表示され

ます。 

＋ 
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③ 《塗りつぶし》の「塗りつぶし（グラデーション）」の○

をクリック⇒《種類》の「▾」をクリック⇒「パス」に変

更⇒《グラデーションの分岐点》の分岐点（  ）を２

つにします。（いらないものを下にドラッグして削除） 

④ 左の「分岐点 1/2」を選択⇒《色》の   をクリック

⇒《その他の色》をクリック⇒《標準》タブをクリック

⇒オレンジ色を選択⇒《OK》をクリック⇒《位置》を

「20％」に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 右の「分岐点 2/2」を選択⇒《色》の   をクリック

⇒《標準の色》から「黄」を選択⇒《位置》を「100％」

に変更します。 

⑥ 《図形の書式設定》作業ウィンドウのスクロールバーを

下にドラッグ⇒《線》の「線なし」の○をクリックしま

す。 

⑦ 図形の上にマウスポインターを置き（  ）、Ctrl キーを

押しながら横にドラッグしてコピーを作成します。 

※ マウスの指を放してから Ctrl キーを放しましょう。 

⑧ コピーした図形を元の図形の上にドラッグしてピタッと

重ねます。 

⑨ 回転ハンドル（  ）をドラッグして、下の図形が見えるように

調整します。 

 

 

⑩ 《挿入》タブをクリック⇒《図形》をクリック⇒  《円/楕円》

を選択⇒Shift キーを押しながら斜め下にドラッグします。 

《図形の書式設定》作業ウィンドウが表示されているのを確認。 

表示されていなかったら、図形の上で右クリック⇒ショートカットメニューから《図形の書

式設定》をクリック 

分岐点 1/2 

分岐点 2/2 
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⑪ 《塗りつぶし》の「塗りつぶし（パターン）」の○をクリ

ック⇒《パターン》から「ひし形（枠のみ）」を選択しま

す。 

⑫ 《前景》と《背景》の色を設定⇒《線》の「線なし」の○

をクリックします。 

 

⑬ 円を花の中心にドラッグして配置します。 

 

【サイズ変更が必要な場合】 

 図形を選択⇒角のサイズ変更ハンドル（□）をポイント

し、マウスポインターの形が  になったら Shift キー

を押しながらドラッグします。 

 図形の中心に向かってドラッグすると小さ

くなり、外側に向かってドラッグすると大きく

なります。 

 

⑭ 《挿入》タブをクリック⇒《図形》をクリック

⇒《涙形》を選択⇒Shift キーを押しながら斜め下にドラッグします。 

《図形の書式設定》作業ウィンドウが表示されているの

を確認。 

⑮ 《塗りつぶし》の「塗りつぶし（グラデーション）」の○

をクリック⇒《種類》の「▾」をクリック⇒「パス」に変

更⇒《グラデーションの分岐点》の分岐点（  ）を２

つにします。（いらないものを下にドラッグして削除） 

⑯ 左の「分岐点 1/2」を選択⇒《色》の   をクリック

⇒《その他の色》をクリッ

ク⇒《ユーザー設定》タブ

をクリック⇒色を設定⇒

《OK》をクリック⇒《位

置》を「0％」に設定 
分岐点 1/2 

＜色の設定＞ 

《カラーモデル》：RGB 

《赤》：0 

《緑》：109 

《青》：42 

前景：《テーマの色》から「オレンジ、アクセント２、

黒+基本色 25％」 

背景：《テーマの色》から「オレンジ、アクセント２、

黒+基本色 50％」 
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⑰ 右の「分岐点 2/2」を選択⇒《色》の   をクリック

⇒《その他の色》をクリック⇒《ユーザー設定》タブを

クリック⇒色を設定⇒《OK》をクリック⇒《位置》を

「100％」に設定 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

⑱ 《図形の書式設定》作業ウィンドウのスクロールバーを下にドラッグ⇒《線》

の「線なし」の○をクリックします。 

⑲ 葉をコピーして何枚か作成し、回転やサイズ変更をして花と組み合わせます。 

 

【重なっている順番を変えたいとき】 

図形は作成した順に上に重なっていきます。 

移動させたい図形を右クリック⇒下に移動させ

たいときは《最背面へ移動》をクリック、上に移

動させたいときは《最前面へ移動》をクリック 

 

⑳ 組み合わせが完成したらグループ化します。 

 

【グループ化】 

Shift キーを押しながらすべての図形をクリッ

クして選択します。（Ctrl キーでもよい） 

図形が重なっていてクリックしづらいときや数

が多いときは、《オブジェクトの選択》を使いま

す。 

 

《ホーム》タブをクリック⇒《編

集》グループの《選択》をクリッ

ク⇒《オブジェクトの選択》をク

リック⇒ドラッグ（  ）して図

形をすべて囲みます。 

すべての図形が選択されます。 

分岐点 2/2 

＜色の設定＞ 

《カラーモデル》：RGB 

《赤》：0 

《緑》：189 

《青》：79 
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《書式》タブをクリック⇒《配置》グループの

《グループ化》をクリック⇒《グループ化》を

クリックします。 

 

 

 

 

 

 

※ オブジェクトの選択は、使い終わったら Esc キー押して解除しておきましょう。 

 

【グループ化された図形の取り扱いについて】 

グループ化された図形の上を１回クリックすると、全体が四角で囲まれ、サイズ変更ハンドルや

回転ハンドルが付きます。これがグループ化された図形の移動やサイズ変更などができる状態で

す。 

もう１度クリックすると、構成されている図形を個別に選択でき、一部分だけのサイズや色の変

更、移動、削除などをすることができます。 

 

2. 完成したイラストを画像として保存する 

ペイントを起動しておきましょう 

① 完成したイラストを選択⇒《ホーム》タブをクリック⇒《クリッ

プボード》グループの《コピー》をクリックします。 

② ペイントを表示⇒《ホーム》タブをクリック⇒《クリップ

ボード》グループの《貼り付け》をクリックします。 

イラストがペイントに貼り付けられます。 

③ 《イメージ》グループの《トリミング》をクリックしま

す。 

イラストのサイズに合わせてキャンバスがトリミングされ

ます。 

 

④ 《ファイル》タブをクリック⇒

《名前を付けて保存》をポイント⇒

《JPEG 画像》をクリック⇒《名前を付

けて保存》ダイアログボックスが表示⇒

ファイル名を入力し、《ピクチャ》フォ

ルダーに保存します。 



暮らしのパソコンいろは 

6 

 

3. ほおずきのイラストを描こう 

① 《ハート》で図形を描きます。 

② 図形を右クリック⇒《図形の書式設定》をクリック⇒

《図形の書式設定》作業ウィンドウが表示⇒次のよう

に設定します。 

《塗りつぶし》→塗りつぶし（グラデーション） 

《種類》→線形 

《角度》→90° 

《グラデーションの分岐点》→分岐点２つ⇒《色》を

選択 

《線》→線（単色）⇒《色》を選択⇒《幅》→１pt 

 

コピーして３パターン作ってみましょう。 

  

  

  

  

  

  

  

③ ハートをコピーし、一方を少し回転させ、尖っているところを合わせて重

ねます。 

④ ハートのくぼみから先端にかけて曲線を引く⇒曲線の色と太さの設定（ハ

ートと同じ）⇒グループ化しておきます。 

3 パターンのほおずきを作成しましょう。 

パターン 1 パターン２ パターン３ 

   

＜色の設定＞ 

パターン 1 

分岐点 1/2：その他の色から「濃いオレンジ」 

分岐点 2/2：標準の色から「オレンジ」 

線：テーマの色から「オレンジ、アクセ

ント２、黒+基本色 25％」 

パターン２ 

分岐点 1/2：パターン１と同じ 

分岐点 2/2：その他の色から「明るい緑」 

線：パターン１と同じ 

パターン３ 

分岐点 1/2：パターン２の分岐点２/２と同じ 

分岐点 2/2：標準の色から「オレンジ」 

線：その他の色から「モスグリーン」 
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【曲線の描き方】 

《挿入》タブをクリック⇒《図》グループの《図形》をクリック⇒  《曲線》をクリック⇒

始点をクリック⇒曲げたい位置をクリック⇒終点をダブルクリック 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 葉をハートで描く⇒塗りつぶしと線の設定を《図形の書式設定》作業ウィンドウでします。 

《塗りつぶし》→塗りつぶし（グラデーション） 

《種類》→線形 

《角度》→90° 

《グラデーションの分岐点》→分岐点２つ⇒《色》を選択 

《線》→線（単色）⇒《色》を選択⇒《幅》→１pt 

 

 

 

 

 

 

⑥ 葉脈を曲線で描く⇒すべて葉脈を Shift キーを押しながらクリック⇒色、

太さの設定（葉の線と同じ）⇒グループ化しましょう 

 

 折り返しのある葉を描いてみよう！ 

完成した葉のコピーを作成⇒図形の  《月》選択して縦長の月を描く⇒

月の色と線の設定（塗りつぶし色：標準の色から「薄い緑」線の色・太さ：

葉と同じ）⇒月を少し回転させて葉に左側に重ねる⇒グループ化しておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜色の設定＞ 

分岐点 1/2：テーマの色から「緑、アクセント 6、

黒+基本色 25％」 

分岐点 2/2：その他の色から「明るい緑」 

線：分岐点 1/2 と同じ 

 

葉の幅を少し小さく

して重ねる 

横中央のハンドルを

内側にドラッグ 
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⑦ ほおずきと葉をコピーし、サイズを変更や回転、反転などしながら組み合わせます。 

必要に応じて曲線で茎などを描き入れ、《最前面へ移動》や《最背面へ移動》を使って重なり

方を調整します。 

 

完成したらグループ化して保存しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペイントを使って JPEG 画像としても保存しましょう。 

 

 

  

  

 

 

【Word2013 応用】 

作成した図形は、《頂点の編集》を使って変形させ、よりリアルな形にすることができます。 

 

図形を選択⇒《書式》タブをクリック⇒《図形の挿

入》グループの   《図形の編集》をクリック⇒

《頂点の編集》をクリック⇒編集点が表示⇒編集点

をクリックするとアンテナが表示される 

 

ドラッグで編集点の位置やアンテナの長さ・角度を変えることによって図形の形を変更できます。 

編集点は図形の辺縁をドラッグすることで追加されます。 

 

 

 

 

  

【反転】 

図形を選択⇒《書式》タブをクリック⇒

《配置》グループの《回転》をクリック⇒

《上下反転》或いは《左右反転》をクリッ

ク 
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暑中見舞いはがき作成 
 

白紙の文書を開いておきましょう 

《ファイル》タブ⇒《新規》⇒《白紙の文書》 

 

1. ページ設定 

はがき用のページ設定をしましょう 

《ページレイアウト》タブをクリック⇒《ページ

設定》グループの《サイズ》をクリック⇒《はが

き》をクリック⇒《余白》をクリック⇒《狭い》

をクリック 

 

 

 

 

 

 

2. テキストボックスの挿入 

《挿入》タブをクリック⇒《テキスト》グルー

プの《テキストボックス》をクリック⇒《縦書

きテキストボックスの描画》をクリック⇒表示

したい位置で斜めにドラッグします。 

 

テキストボックスが表示されると、リボンに

《描画ツール》の《書式》タブが追加されます。 

 

 

 

 

 

  

＋ 
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3. テキストボックスの設定 

テキストボックスを選択⇒《書式》タブをクリッ

ク⇒《図形のスタイル》グループの《図形の塗り

つぶし▾》をクリック⇒《塗りつぶしなし》をク

リック⇒《図形の枠線▾》をクリック⇒《線なし》

をクリック 

 

透明のテキストボックスになります。 

 

4. 文字入力 

① テキストボックスの中をクリックしてカーソルを

表示し、「暑中お見舞い申し上げます」と入力しま

す。 

② テキストボックスの枠線をポイントし、マウスポ

インターが   になったら Ctrl キーを押しな

がら左にドラッグしてコピーを作成します。 

③ コピーのテキストボックスの内容を削除し、安否

をたずねる言葉／自身の近況を伝える言葉／先方

の無事を祈る言葉などを入力します。 

④ テキストボックスのコピーをもう一度作成し、内

容を日付（平成 28 年 盛夏）に書き替えます。 

 

【テキストボックスのサイズ変更】 

文字の量によって、テキストボックスが

大きすぎたり、小さすぎたりすることが

あります。適当なサイズに変更しましょ

う。 

 

サイズ変更ハンドル（□）をポイント

し、マウスポインターの形が   に

なったらドラッグします。 

 

 

 

 

 

  

 

横方向にサイズを変更

できます。 

縦横自由な方向にサイ

ズを変更できます。 
縦方向にサイズを変更

できます。 

【テキストボックスの移動】 

テキストボックスの枠線の上をポイン

トし、マウスポインターが  になっ

たら移動先へドラッグします。 
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5. 文字の書式設定 

1. 飾り文字の設定 

① 「暑中お見舞い申し上げます」と「平成二十八年 盛夏」のテキストボックスを選択します。 

1 つ目のテキストボックスの中をクリック⇒Shift キーを押しながら次々とテキストボック

スをクリック（マウスポインターの形は I または  ） 

② 《ホーム》タブをクリック⇒《フォント》グループ

の  《文字の効果》をクリック⇒一覧からスタイ

ルを選択します。 

ここでは、「塗りつぶし‐青、アクセント 1、影」 

 

文字の色、輪郭、影などは、好きなものに変更する

ことができます。 

 

2. フォント・フォントサイズの設定 

テキストボックスを選択（マウスポインター

が  ・になったときにクリック）⇒《フォント》

《フォントサイズ》の「▾」をクリックし一覧から選択します。 

（テキストボックスの中をクリック⇒枠線をクリックで

選択してもよい） 

「暑中お見舞い・・」のテキストボックス ：26 ポイント 

「安否・近況など」のテキストボックス ：12 ポイント 

「平成二十八年・・」のテキストボックス ：16 ポイント 

フォントは、すべて「HGS 行書体」 

 

 

 

 

6. 画像の挿入 

① カーソルが左上にあるのを確認⇒《挿入》タブ

をクリック⇒《図》グループの《画像》をクリ

ック⇒《図の挿入》ダイアログボックスが表示

⇒「ピクチャ」フォルダー内の画像（ほおず

き）を選択⇒《挿入》をクリックします。 

 

※ 画像は、カーソルがあった位置に「文字列

の折り返し」が《行内》で挿入されます。 

※ 画像を挿入（選択）すると、リボンに《図

ツール》の《書式》タブが表示されます。 
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② 画像を選択⇒《レイアウトオプション》をクリック⇒

《前面》をクリックします。 

画像がテキストボックスの上に表示されます。 

 

※ 行内以外のレイアウトを選択すると、画像を自由

に動かしたり回転したりできるようになります。 

 

③ サイズを調整して、配置したい位置に移動します。 

④ 画像の上で右クリック⇒《最背面へ移動》をクリック

します。 

画像が背面に移動し、文字が上に表示されます。 

 

 

【画像の調整】 

《図ツール》《書式》タブにある《調整》グループの《修正》や

《色》、《アート効果》から、画像の色、明るさ、コントラスト

などの簡単な調整ができます。 

 

 

 

完成したら名前を付けて保存しましょう。 

 

 

 背景の空を描いてみよう 

① 《図形》の  《正方形/長方形》で、用紙の上半分いっ

ぱいに長方形を描き、《図形の書式設定》を表示させて次

の設定をします。 

《塗りつぶし》→塗りつぶし（グラデーション） 

《種類》→線形 

《角度》→90° 

《グラデーションの分岐点》→分岐点を 2 つにする 

分岐点 1/2・・・色→青 位置→0％ 

分岐点 2/2・・・色→白 位置→100％   

「透明度」と「明るさ」はお好みで（基本は 0％） 

《線》→線なし 

② 《図形》の  《雲》で雲を描き、色を白に設定しま

す。 

Ctrl キーを押しながらドラッグしてコピーを作成し、入道雲らしく重ねていきます。 

必要に応じて回転やサイズ変更をします。 

③ 形が整ったら雲を Shift キーを押しながらすべて選択し、グループ化します。 
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④ グループ化した雲の枠線を線なしにし、最背面へ移動します。 

⑤ 青グラデーションの四角を選択し、最背面へ移動します。 

 

完成です！上書き保存しましょう。 

 

 ひまわり画像の暑中見舞いも作ってみましょう 

ひまわり画像をコピーして 3 枚使います 

① ほおずきの暑中見舞いの「ほおずき」の画像を選択して

Del キーを押して削除します。 

② ひまわりの画像を挿入⇒《レイアウトオプション》をクリ

ック⇒《前面》をクリックします。 

ひまわりが前面に表示されます。 

③ 《書式》タブをクリック⇒《調整》グループの《色》をク

リック⇒《透明色を選択》をクリック⇒ひまわり画像の背

景の白い部分をクリック（マウスポインターは  ） 

白い背景が透明化されます。 

④ Ctrl キーを押しながら D キーを 2 回押す（画像が 3 枚に

なる）⇒サイズ変更や回転をさせて好きな位置に配置しま

す。 

（Ctrl キーを押しながらドラッグしてコピーしてもよい） 

⑤ 3 つのテキストボックスを選択⇒右クリックして《最前面

へ移動》をクリックします。 

ひまわりの上にテキストボックスが移動します。 

 

完成です！名前を付けて保存しましょう。 

 

 

 

 

 

 

【ホームページのご紹介】 
早稲田公民館で楽しんでま～す （講座日程） http://ww41.tiki.ne.jp/~nagao/ 

公民館主催のパソコン講座『暮らしのパソコンいろは』をクリック。Happy Time のリンクもあります。 

 

HappyTime –暮らしのパソコンいろは- （テキストを掲載） http://happytime88.web.fc2.com/ 

 

Facebook『早稲田公民館暮らしのパソコンいろは』もご覧ください。 
2016.7 

 


