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暮らしのパソコンいろは 

早稲田公民館 ICT サポートボランティア 

※テキストは Office2010 にて作成しています 

Office2007・2013 への対応もしています 
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文 書 に 地 図 を 描 こ う 

Word の図形を活用して地図を描きましょう。描いた地図は図として貼り付けましょう。 

 

1. 地図の作成 

① Word を起動しましょう 

≪スタート≫ボタンをクリック→≪すべてのプログラム≫をポイント→≪Microsoft Office≫を

クリック→≪Microsoft Word 2010≫をクリック→≪Word≫が起動されます。 

 

② 川を描きましょう 

≪挿入≫タブをクリック→≪図形▼≫をクリック→≪線≫の中の

≪曲線≫をクリック→Word の作業面でマウスポインタの形が 

  の形に変わります→川の始点をクリックし、カーブしている

ところでクリックしながら曲線を描き、終点ではダブルクリック

します→曲線が描け≪描画ツール≫の≪書式≫タブが追加されま

す。 

 

③ 川の線に幅と色を付けましょう 

≪描画ツール≫の≪書式≫タブが選ばれている事を確認→≪図形

のスタイル≫グループの≪図形の枠線▼≫をクリック→≪太さ≫

をポイント≪その他の線≫をクリック→≪図形の書式設定≫のダ

イアログボックスが表示されます→≪線のスタイル≫が選ばれて

いることを確認→≪線のスタイル≫から≪幅≫の≪スピンボタン

≫をクリック、或いは直接数字を入力して≪２０pt≫に設定します→≪閉じる≫をクリック→線

の太さが 20pt に設定されました。 

≪図形の枠線▼≫をクリック→≪テーマの色≫から≪濃い青、テキスト２、白＋基本色６０％≫

をクリック→≪曲線≫の色が水色に設定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Office2007 の場合⇒≪オートシェイプの書式設定≫のダイアログボックスが表示されます

→≪色と線≫のタブが選ばれている事を確認→≪線≫の≪色≫  をクリック→≪テーマの色≫

から≪濃い青、テキスト２、白＋基本色６０％≫をクリック→≪太さ≫をスピンボタンの上向き

をクリックして≪２０pt≫にします→≪OK≫をクリック→同じ幅でカーブした川が描けました。 
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 もうひとつ川を描いてグループ化しましょう 

同じような方法で川をもう一つ描きます

（太さは１０pt）→ドラッグして配置しま

す→Shift キーを押しながらもう一つの川

をクリック→二つの川が選択されていま

す→≪描画ツール≫の≪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→二つの川がグループ化されまし

た。 

 

※ 傾きを変えたい時は緑のハンドル  をドラッグします。 

 

④ 路面電車が走る道路の描き方 

 道路①⇒≪挿入≫タブをクリック→≪図形▼≫をクリック→≪線≫の中の≪直線≫をクリ

ック→マウスポインタがワードの作成画面で  に変わります→ドラッグして直線を描く

→≪描画ツール≫の≪書式≫タブが追加されます。 

≪描画ツール≫の≪書式≫タブが

開いている事を確認→≪図形のス

タイル≫グループの≪図形の枠線

▼≫をクリック→≪太さ≫をポイ

ント→≪その他の線≫をクリック

→≪図形の書式設定≫のダイアロ

グボックスが表示されます。 

≪線のスタイル≫の≪幅≫のスピ

ンボタン   をクリックして≪

18pt≫に設定（直接数字を入力し

ても OK です）→左側のメニューか

ら≪線の色≫をクリック→≪線の

色≫から≪線（単色）≫をクリック→≪色≫の色  をクリック≪標準の色≫から≪オレ

ンジ≫をクリック→≪閉じる≫をクリック→道路の色がオレンジで幅が 18pt に設定され

ました。 
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※ 道路については道路①をコピーして、色・長さ・幅を変えて使いまわしします。 

 

 道路②⇒道路①をクリック→Ctrl キーを押したままドラック→マウスの手から先に放し

Ctrl キーを放します→道路①のコピーができます。 

 

※ 必要なだけの道路をコピー・編集して地図に追加していき

ましょう。 

 線の方向を変える⇒線の方向や長さの調節は線の端に

マウスポインタを合わせると  の矢印に変わります。

ドラッグすることで変更できます。 

 

 長さの変更⇒コピーされた線が選択されている事を確認→線のハンドル  を内側にドラ

ッグすると線は短くなります。逆に外側にドラッグすると線は長くなります。 

 

 幅・色の変更⇒コピーされた線が選択されて

いる事を確認→≪描画ツール≫の≪書式≫タ

ブをクリック→≪図形のスタイル≫グループ

の≪図形の枠線▼≫をクリック→ここから

色・幅・実線/点線等を変更することができま

す。 

 

幅は 6pt まで、表示されたメニューから選べ

ます。それ以上の幅は≪その他の線≫をクリッ

クし≪図形の書式設定≫のダイアログボック

スから線に対する色々な書式設定（線のスタイル・線の色他）ができるようになっていま

す。（川を描いたのを参照しましょう） 

Office2007 

≪オートシェイプの書式設定≫ダイアログボックスです。 

≪色と線≫のタブが選ばれている事を確認→≪線≫の 

≪色≫の  をクリック→≪色≫の≪標準の色≫から 

≪オレンジ≫をクリック→≪太さ≫を≪１８pt≫に設定 

→≪OK≫をクリック→道路がかけました。 

 

※線の太さは数字を直接入力することもできます。 
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※ 右図のように道路を先に描き上げます。図

形は描いた順番に前面に前面にと作成されま

すが、順番は変えることができます。 

対象の図形が選択されていることを確認→≪

描画ツール≫の≪書式≫タブをクリック→≪

配置≫グループの≪前面へ移動▼≫や≪背面

へ移動▼≫をクリック→また▼をクリックし

て≪最前面へ移動≫・≪最背面へ移動≫を選

んであげます。 

必要な順序に設定してください。 

 

 

 

 路面電車⇒≪挿入≫タブをクリック→≪図形▼≫をクリック

→≪線≫から≪直線≫をクリック→Word の作業画面でマウ

スポインタの形が  に変わります→ドラッグして直線を描

きます→≪描画ツール≫の≪書式≫タブが表示されます。 

≪図形の枠線▼≫をクリック→≪実線/点線≫をポイントし

≪その他の線≫をクリック→≪図形の書式設定≫のダイアロ

グボックスが表示されます→≪線のスタイル≫から≪幅≫の

スピンボタン  をクリックして≪6pt≫→≪一重線/多重

線≫の  をクリック→≪三重線≫をクリック 

線の色から≪色≫  をクリック→≪黒、テキスト 1≫をク

リック→≪閉じる≫をクリック 

 

※ Shift キーを押しながらドラッグすると真っ直ぐな線を描く事が

できます。 

 

長さや傾きを調節しながらドラッグして道路の上に配置しましょう。 

 

Office2007 

幅の変更⇒コピーされた線のみを選択→≪描画ツール≫の≪書式≫タブをクリック→≪太さ≫

をポイント→≪その他の線≫をクリック→≪オートシェイプの書式設定≫のダイアログボック

スが表示されます→≪色と線≫のタブが選ばれている事を確認→≪線≫の≪太さ≫を≪１２pt

≫に設定→≪OK≫をクリック→線の太さが少しだけ細くなりました。（線の太さが６pt 以内で

あればサンプルの方をご利用ください。） 

色の変更⇒コピーされた線が選択されている事を確認→≪描画ツール≫の≪書式≫タブをクリ

ック→≪図形のスタイル≫グループの≪図形の枠線▼≫をクリック→表示されたサンプルに必

要な色がある時はその色をクリック（必要な色がない時は…≪その他の線の色≫をクリック→≪

色の設定≫ダイアログ卜すが表示されます≪標準≫タブ或は≪ユーザー設定≫タブの中から必

要な色を選んでください。） 
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※ 地図記号で路面電車は三本線で中央の線が三本の中で一番細い線になりますが、ここでは中央

の線が一番太くなっています。ご了承ください。 

※ 実際の路面電車の地図記号→   ここでは です 

 

 

 

 

 

 

 

上の線の図はいずれも三本線ですが、上の方が

≪直線≫で描いています。 

下の方が≪フリーフォーム≫で描いています。 

違いはハンドルです。 

回転の方法が線の端にマウスポインタを合わ

せた時に表示される  を使うか、緑色の回転

ハンドルを使うかの違いです。 
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 電停を作成しましょう 

≪挿入≫タブをクリック→≪図≫グループの

≪図形▼≫をクリック→≪四角形≫の≪正方

形/長方形≫をクリック→マウスポインタの

形が Word の作成画面で  に変わったら、

斜め下にドラッグし、長方形を作成→≪描画

ツール≫の≪書式≫タブが表示されます。 

図形の塗りつぶし⇒白・線の色⇒黒・線の太

さ⇒0.25 で作成→電停の数だけコピーを作

成→電停の位置に配置します。 

⑤ 建物の描き方 

 ビルの作成⇒≪挿入≫タブをクリック→

≪図形▼≫をクリック→≪基本図形≫の

≪直方体≫をクリック→ワードの作業画

面でマウスポインタの形が  に変わり

ます→ドラッグして建物の形を描きます

→≪描画ツール≫の≪書式≫タブが追加

されます。 

（建物の形によって高さや幅などを調整

しましょう）。 

  

Office2007 

路面電車⇒≪挿入≫タブをクリック→≪図形▼≫を 

クリック→≪線≫の中の≪フリーフォーム≫をクリ 

ック→マウスポインタの形がワードの作成画面で   

に変わります→始点をクリック→Shift キーを押し 

ながら終点でダブルクリック→直線が描け≪描画ツ 

ール≫の≪書式≫タブが追加されます。 

≪描画ツール≫の≪書式≫タブが開いている事を確認 

→≪図形のスタイル≫グループの≪図形の枠線▼≫ 

をクリック→≪太さ≫をポイント→≪その他の線≫を 

クリック→≪オートシェイプの書式設定≫ダイアログ 

ボックスが表示されます→≪色と線≫のタブが選ばれ 

ている事を確認→≪線≫の≪スタイル≫  をクリ 

ック→≪三重線≫をクリック→≪太さ≫のスピン 

ボタン  をクリックして≪６pt≫に設定します→ 

≪OK≫をクリック→図形の三重線が描けました。 

 

※ ≪直線≫で描いた線はハンドルが緑色ですが、≪フリーフォーム≫で 

描いたらハンドルが青色と異なっているので見分けることができます。 
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 建物のコピーを作成 

建物を選択していることを確認→Ctrl キーを押しながらドラッグ→先にマウスの手を放し

次に Ctrl キーを放します。 

ドラッグして建物を配置しましょう。 

 

 建物の編集⇒≪描画ツール≫の≪書式

≫タブが選ばれている事を確認→≪図

形のスタイル≫の≪その他≫の下向き

▼をクリックしてサンプルから建物に

色を付けることができます。 

或は、≪図形のスタイル≫の≪図形の塗

りつぶし▼≫や≪図形の枠線▼≫から

好きな色や線を設定しましょう。 

 

 

 

 

 

≪その他≫から選んだ場合は建物には直接文字を入力することができます。 

 

 電停や建物に目標となる名前を付ける⇒≪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→≪横書きテキストボック

スの描画≫をクリック→Word の作成画面でマウス

ポインタの形が  に変わったらドラッグして文字

の入力部分を作成 

 

 テキストボックスに書式等を設定しましょう 

≪描画ツール≫の≪書式≫タブが選ばれていること

を確認→≪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→≪ホーム≫

タブをクリック→≪フォントサイズ▼≫をクリック→≪10≫をクリック→≪段落≫グル

ープの右下にある≪段落≫  をクリック→段落のダイアログボックスが表示されます→

≪間隔≫の≪１ページの行数を指定時に文

字をグリット線に合わせる≫にチェックが

入っているのでチェックをクリックして外

します→≪OK≫をクリック→テキストボッ

クスに≪塗りつぶしなし・フォントサイズ

10・行数がつまる≫の設定をしました→必

要な文字を入力しましょう。 
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テキストボックスはコピーして使い、建物に名称を表示させましょう。 

※ テキストボックスをコピーして使うことで同じ設定をする手間を省く事ができます。 

 

 

 

 

 

  

Office2007⇒≪描画ツール≫の≪書式≫タブが選ばれている事を確認→≪図形の挿入≫グル

ープの≪テキストの編集≫をクリック→建物の中が文字の編集状態になり≪テキストボックス

ツール≫の≪書式≫タブに変わります→建物大きさや縦横の比率で文字の向きを≪テキスト≫

グループの≪文字の方向≫で横書きなのか縦書きなのかを選びます→フォントやフォントサイ

ズは≪ホーム≫タブに戻って≪フォント≫グループから設定しましょう。 

参考までに 線路（JR）の線の描き方 

≪挿入≫タブをクリック→≪図形▼≫をクリック→≪線≫の中の≪直線≫をクリック→マウス

ポインタがワードの作成画面で  に変わります→ドラッグして直線を描くと≪描画ツール≫

の≪書式≫タブが追加されます。 

≪描画ツール≫の≪書式≫タブが開いている事を確認→≪図形のスタイル≫グループの≪図形

の枠線▼≫をクリック→≪太さ≫をポイント→≪その他の線≫をクリック→≪図形の書式設定

≫のダイアログボックスが表示されます→≪線のスタイル≫の≪実線/点線≫から→≪点線≫

（地図の大きさによっては破線が良い場合があります）をクリック→幅をスピンボタン 

  で１０pt に設定≪線の色≫から≪色≫の  から黒をクリックします→≪閉じる》をクリ

ックしましょう。 

二重線を路面電車の時と同じ方法で作成します→線の幅を破線と同じ幅（１０pt）に設定しま

す→破線と二重線を重ねてグループ化します→線路の完成です→駅等をテキストボックスで作

成し、駅名を表示させましょう。 

      （10pt の点線）と（10pt の二重線） ＝線路 

            ＋        ＝          になります。 
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 目的地に目印を設定しましょう。 

≪挿入≫タブをクリック→≪図≫グループの≪図形▼≫をクリック→≪吹き出し≫から≪

円形吹き出し≫をクリック→Word の作成画面でドラッグして吹き出しを作成します。 

好きな色に編集し、目印が分かるように文字を入力しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 図 が 完 成 し ま し た 。 

 

⑥ 背景を設定しましょう 

≪挿入≫タブをクリック→≪図≫グループの≪図形▼≫をクリック→≪四角形≫の≪正方形/長

方形≫をクリック→Word の作成画面で地図がすっぽり囲まれるようにドラッグして四角形を描

きます→描画ツールの書式タブが選ばれていることを確認→≪図形のスタイル≫の≪図形の塗

りつぶし▼≫をクリック→≪テーマの色≫から≪オリーブ、アクセント 3、白＋基本色 60％≫を

クリック→≪図形の枠線▼≫をクリック→≪線なし≫をクリック→≪配置≫グループの≪背面

へ移動▼≫をクリック→≪最背面へ移動≫をクリック→背景が設定されました。 
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⑦ 全ての図形をグループ化しましょう 

≪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

の選択と表示≫をクリック→≪オブジェクトの選択と表示≫の作業ウィンドウが表示されます。 

一番上の項目をクリック→Ctrl キーを押しながら次の項目をクリック→この作業を最後の項目

までし、全ての項目を選択します。 

 

≪描画ツール≫の≪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≫クリック→すべての図形が一つのオブジェクトとなりました。 

 

 

『地図完成』と名前を付けて保存しましょう。 
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2. 文書の編集 

ベタ打ちされた文書を編集し、先に作成し

ておいた地図を貼り付けましょう。 

（文書のページ設定は≪余白≫の≪上

20・下 16・左 25・右 25≫にしてあり

ます。） 

『星空観察会のご案内』のファイルを開い

て準備しましょう。 

 

① 日付と発信者名の右揃え 

1行目の日付の左余白の部分をポイ

ントし  の選択マウスポインタでクリック→Ctrlキーを押しながら3行目と4行目の発信

者名をクリック→1・3・4 行目が選択されます→≪ホーム≫タブの≪段落≫グループの≪文

字列を右に揃える≫をクリック→３項目が右揃えに設定されました。（１行だけ設定する時は

設定する行内にカーソルがあれば OK です） 

 

② 受信者の編集 

 受信者名を太字にし、文字の均等割り付けをしましょう 

『星空観察会の皆様』を選択→≪フォント≫グ

ループの≪太字≫をクリック→文字が太字に設

定されました。 

『星空観察会の皆様』を選択したまま≪段落≫

グループの≪均等割り付け≫をクリック→≪文

字の均等割り付け≫のダイアログボックスが表

示されます→スピンボタン  をクリックして

≪11 文字≫に設定→≪OK≫をクリック→ 

文字が 11 字分に均等割り付けされました。 

 

③ 標題をワードアートで挿入 

文

書

の

5

行

目

を

ク

リ

ッ

ク

→

５行目をクリック→≪挿入≫タブをクリック→≪テキスト≫グループの≪ワードアート▼≫

をクリック→≪塗りつぶし-オレンジ、アクセント 6、輪郭（グラデーション）-アクセント
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6≫をクリック→ワードアートの編集画面に『ここに文字を入力』と書かれ、文字が選択さ

れた状態で表示され≪描画ツール≫の≪書式≫タブが追加されます→文字が選択された状態

で『冬の星座たち』と入力し文字の確定をします→入力した文字に入れ替わります。 

   

≪描画ツール≫の≪書式≫タブが開いている事を確認→≪配置≫グループの≪文字列の折り

返し▼≫をクリック→≪行内≫をクリック→選択を解除し、５行目をクリック→段落グルー

プの中央揃えをクリック→ワードアートが行内で中央揃えに設定されました。 

  

ワードアートの文字の上でクリック→≪描画ツール≫の

≪書式≫タブをクリック→≪ワードアートのスタイルグ

ループ≫の≪変形▼≫をポイント→≪逆やじり≫をクリ

ック→表題が完成しました。 

 

 

※フォントの変更をしたい時は文字を選択して、ホームタ

ブから変更しましょう。 
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④ インデントの設定 

記書き文の≪1.・2.・3.≫の左側余白でマウスポインタの形が  に変わったら≪1.≫から

≪3.≫までドラッグして選択します→≪

ホーム≫タブをクリック→≪段落≫グル

ープの≪インデントを増やす≫を3回ク

リックします→記書き文が3字分右に移

動しました。 

 

  

Office2007 

Office2007 の場合には、あらかじめバラエティにとんだスタイルのワードアートが準

備してあります。その中から選ぶのも楽しいかと思います。 

が、このテキストと同じようにしたい時はワードアートのスタイルの中から一番左上の≪

ワードアートスタイル 1≫を選びます→文字の入力やフォント・フォントサイズの設定

（フォントサイズは後から角のハンドルを  のマウスポインタでドラッグすることで

変更できます）を済ませたら→≪ワードアートツール≫の≪書式≫タブから≪ワードアー

トのスタイル≫の≪文字の輪郭▼≫をクリック→≪太さ≫をポイント→≪その他の線≫

をクリック→≪ワードアートの書式設定≫ダイアログボックスが表示されます 

→≪色と線≫のタブが選ばれていることを確認→≪塗りつぶし≫の≪色≫から≪塗りつ

ぶし効果≫をクリック→≪グラデーション≫タブが選ばれていることを確認→≪色≫か

ら≪１色≫をクリック→≪色≫の  をクリック→≪その他の色≫をクリック→≪色の

設定≫のダイアログボックスが表示されます→≪ユーザー設定≫タブをクリック→≪カ

ラーモデル⇒RGB・赤⇒255・緑⇒240・青⇒231≫に設定→≪OK≫をクリック→≪

塗りつぶし効果≫のダイアログボックスに戻ります→≪OK≫をクリック→≪ワードア

ートの書式設定≫ダイアログボックスに戻ります→≪線≫の≪色≫の  をクリック→

≪その他の色≫をクリック→≪色の設定≫のダイアログボックスが表示されます→≪ユ

ーザー設定≫のタブをクリック→≪カラーモデル⇒RGB・赤⇒241・緑⇒103・青⇒0

≫に設定→≪OK≫をクリック→≪ワードアートの書式設定≫ダイアログボックスに戻

ります→≪線≫の≪太さ≫を≪2.48pt≫に設定（直接数字を半角で入力）→≪OK≫を

クリック→≪ワードアートスタイル≫の≪ワードアートの形状の変更▼≫をクリック→

≪逆矢じり≫をクリック→ワードアートが設定されました。 
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⑤ 記書き文の項目に均等割り付けの設定 

記書き文の中の『日時』をドラッグして選択→

Ctrl キーを押しながら『会場』をドラッグして

選択します→≪ホーム≫タブをクリック→≪段

落≫グループの中の≪均等割り付け≫をクリッ

ク→文字の均等割り付けのダイアログボックス

が表示されます→≪スピンボタン≫をクリック

して４字に設定します（数字を直接入力しても

構いません）→≪OK≫をクリック→記書き文の項目が４文字で揃いました。 

 

⑥ 地図を貼り付けましょう 

先に作成した地図を開きます。 

地図をクリック→≪ホーム≫タブの≪クリップボード≫グループの≪コピー≫をクリック→

見た目には何も起こりませんが地図がクリップボードにコピーされました。 

『星空観察会のご案内完成』の方を開き

ます→カーソルを２２行目に合わせます

（クリック）→≪ホーム≫タブの≪貼り

付け▼≫をクリック→≪図≫をクリック

→地図は行内で貼り付けられました。 

 

地図を行内で≪中央揃え≫大きさを調節

して、名前を『星空観察会のご案内完成』

として保存しましょう。 

 

 

Office2007 

地図のグループ化は≪ホーム≫タブの≪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→マウスの形が Word の作成画面で  になります→地図を囲

むようにドラッグ（囲んだ線からはみ出しているものは選ばれていません）→グループ化します。 

貼り付けに関して⇒≪貼り付け▼≫をクリック→ 

≪形式を選択して貼り付け≫をクリック→≪形式 

を選択して貼り付け≫のダイアログボックスが表示 

されます→≪貼り付け≫を選択したまま≪図 

（PNG）≫をクリック→≪OK≫をクリック→図 

として貼り付けられました。 

【ホームページの紹介】 

★暮らしのパソコンいろは（講座予定） 

http://ww41.tiki.ne.jp/~nagao/kurasinopasokoniroha.html 

★Happy Time 

http://happytime88.web.fc2.com/ 

2014.02.0８・22（２回講座） 


