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でランチョンマット（型紙）を作成しよう。PowerPoint

の描画機能「オートシェイプ」と塗りつぶし機能を活用して，「ランチョンマット」の型PowerPoint2003
紙作成と配色実習を行います。

１ 型紙の作成

Ａ３サイズのランチョンマットの型紙を作成します。ラフスケッチを事前に描いておくと，よりイメージを

捉えやすいでしょう。

（１） の起動と用紙設定PowerPoint
の起動Microsoft Office Power Point 2003

［ スタートボタン ］

↓

［ すべてのプログラム ］

↓

［ Microsoft Office ］

↓

［ Microsoft PowerPoint2003］

↓

の画面が起動します。PowerPoint

スライドのレイアウトの変更

作業ウインドウの［ ▼ ］をクリックして［ スライドのレイアウト ］を選択します。

レイアウトから「白紙」を選択します。

白紙
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用紙設定

用紙サイズの変更を行います。

［ メニューバー ］の［ ファイル ］から［ ページ設定 ］をクリックします。

［ スライドのサイズ指定 ］をＡ３，［ 印刷の向き ］を横に指定しＯＫをクリックします。

グリッド及びガイドの表示

型紙作成の為に， ㎝間隔のグリッドと中心を示すガイドを表示させます。0.5
［ メニューバー ］の［ 表示 ］の［ グリッドとガイド ］をクリックします。
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［ グリッドの設定 ］の［ 間隔 ］を「２グリッド／㎝」にします。

「グリッドを表示」，「ガイドを表示」のチェックボックスにチェックマークを表示させ，ＯＫをクリックしま

す。

（２）ファイルの保存

ファイルを保存します。初めて保存する場合は［ 名前を付けて保存 ］をし，操作の途中や終了時

には［ 上書き保存 ］を選択します。

［ メニューバー ］の［ ファイル ］から

「名前を付けて保存」を選択します。

［ 保存先 ］を指定し，ファイル名を入力しＯＫをクリックします。

二度目からの保存は［ 上書き保存 ］をクリックするか上書き保存のボタンをクリックします。

グリッド

ガイド
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（３）ランチョンマットのデザイン

の［ オートシェイプ ］を用いると，直線や曲線，基本図形などを描画できます。PowerPoint

線の描画

オートシェイプの［ 線 ］には，直線や矢印

曲線，フリーフォルム，フリーハンドがあります。

直線

ドラッグしている間，線が描画されます。自由にドラッグすれば斜線が引けます。また， キーを押Shift
しながらドラッグすれば，１５度間隔の直線を引くことができます。

ドラッグして

描画

Shiftキーを押しながら

ドラッグして描画



- 5 -

また，描画後の線をクリックして「ハンドル」を表示させれば，移動や拡大・縮小ができます。

描画した線を消去する場合は，線を選択して「ハンドル」を表示した状態で， キーをクリックしDelete
ます。

曲線

オートシェイプの［ 線 ］の曲線を選択し，曲線の始点をクリックして指示します。

曲線の山になる点をクリックして指示してゆきます。

曲線が完成したら，終点でダブルクリックします。

フリーフォルム，フリーハンド

フリーフォルムでは，直線または自由にドラッグすることで自由な図形を描画することができます。描

画の最後は「閉じた」状態になります。

フリーハンドでは自由に線を描画することができます。

ハンドル

クリック

始点（クリック）

終点（ダブルクリック）

フリーハンド

フリーフォルム
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基本図形の描画

オートシェイプの［ 基本図形 ］には，長方形や平行四辺形，菱形や三角形，多角形などの描画機

能があります。描画したい形を選択し，ドラッグして図形を描画します。

図形を選択した状態で，「ハンドル」が表示されますので，適当な大きさに拡大・縮小，変形，回転させ

ます。

また，正方形や正円，正三角形などを描画するには キーを押しながらドラッグします。Shift

回転

縦横比を保持して

拡大・縮小

Shiftキーを押しながらドラッグ
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図形のコピー＆ペースト

コピー＆ペースト機能を用いると，同じ図形を簡単に複数個描画することができます。

コピーしたい図形をクリックして選択（ハンドル表示）された状態にします。

［ メニューバー ］の［ 編集 ］から，コピーをクリックするか，［ ツールバー ］の をクリ

ックします。

［ メニューバー ］の［ 編集 ］から，貼

り付けをクリックするか，［ ツールバー ］の

をクリックします。

コピーされた図形を適当な位置にドラッグして配置します。

または，選択した図形上で右クリックで「ショートカットメニュー」を表示させ，コピーをクリックします。

再度右クリックして，貼り付けをクリックします。

ドラッグして適当な位置に移動させます。

ここで右クリック
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図形の調整

変更したい図形を選択した状態で［ 図形の調整 ］の［ 回転／反転 ］を選択すれば，図形の向

きを正確に変更することができます。

また，図形の位置を微調整するには，［ 図形の調整 ］の［ 微調整 ］を選択して上下左右の調

整を行うか， キーを押しながらドラッグして調整します。Alt

相似の図形を作成するには，変更したい図形の上でダブルクリックするか，右クリックしてショートカッ

トメニューより［ オートシェイプの書式設定 ］を表示させます。

サイズタブをクリックして，［ 倍率 ］の「縦横比を固定する」にチェックを入れ，倍率を指定し をOK
クリックします。

倍率を変更する
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（４）型紙の作成と印刷

型紙として使用するために，それぞれのパーツに名称や番号，合い印を入れておくとよいでしょう。

文字入力

テキストの追加

オートシェイプで図形を描画した場合，図形自身に文字（テキスト）を入力することができます。

テキストを入力したい図形を選択し，右クリックでショートカットメニューを表示させます。

［ テキストの追加 ］をクリックします。

すると図形上にカーソルが点滅するので，

適当な文字や番号を入力します。

テキストの変更や修正を行うには，右クリックして［ テキストの編集 ］をクリックします。

右クリック
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テキストボックスの利用

画面の任意の場所に文字や記号などを入力するには，［ テキストボックス ］が便利です。

［ メニューバー ］の［ 挿入 ］の［ テキ

ストボックス ］を選択します。

横書きまたは縦書きを選択します。

または， ［ ツールバー ］の縦書きテキストボックスボタン，テキストボックスボタンをクリックしま

す。

画面の適当な場所でクリックします。テキストボックスが表示されカーソルが点滅します。このとき，テ

キストボックスは小さく表示されますが，入力される文字数に応じて自動的に大きくなります。テキストボ

ックス内で改行すれば，そのまま反映されます。

テキストボックスにハンドルが表示された状態で，適当な位置にドラッグして配置します。

テキスト

ボックス
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合い印を描画する

実際に型紙として作品を製作する場合は，型紙に合い印を入れておくとよいでしょう。合い印は図形

描画の［ 矢印 ］を用います。

矢印を描画した後，矢印の種類ボタンをクリックします。

適当な矢印スタイルを選択します。

印刷

型紙をＡ３用紙で印刷します。

［ メニューバー ］の［ ファイル ］より［ 印刷プレビュー］をクリックします。

線種、線の太さ、矢印の種類矢印の描画
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プレビュー画面が表示されます。

［ オプション ］の「用紙にあわせて拡大／縮小」「スライドに枠を付けて印刷する」にチェックを入れ

ます。

次に，印刷ボタンをクリックして，Ａ３用紙が印刷できるプリンタを選択し印刷範囲を「現在のスライ

ド」，印刷対象を「スライド」に変更します。

をクリックすれば印刷できます。OK
印刷された型紙には，左右１㎝，上下５㎜程度の余白があります。



- 13 -

２ 配色デザイン

で作成した型紙を元に，配色デザインを行います。布の購入計画や色彩のイメーPowerPoint2003
ジの学習などに活用できるでしょう。

（１）ファイルを開く

既存のファイルを開きます。

を起動しファイルを開くPowerPoint2003

を起動します。PowerPoint
［ メニューバー ］の［ ファイル ］より

「開く」をクリックします。

または，［ ツールバー ］の ボタンを

クリックします。

［ ファイルの場所 ］を指定し，開きたいファイル名を選択し をクリックするか，ファイルの上でダOK
ブルクリックします。

ファイルを指定して開く

マイコンピュータからファイルの場所を指定し，開きたいファイルの上でダブルクリックします。ファイル

を作成したアプリケーションソフトがコンピュータに入っていれば開くことができます。

ダブルクリック
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（２）土台になる布の色の選択

下の型紙を例に配色デザインを行います。例えば土台布（カ，キ，ク，ケ）に長方形の布ア，イ，ウ，エ

を合わせ，オの布をアップリケする型紙とします。

［ メニューバー ］の［ 書式 ］から「背景」をクリックします。

「背景ダイアログボックス」の をクリックし「その他の色」をクリックします。

適当な色を選択し， をクリックします。OK

ここをクリック

適用をクリック

反映
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または，作業ウィンドウの［ スライドのデザイン－配色 ］をクリックし，ウィンドウ下方の「配色の編

集」をクリックします。

オートシェイプ図形が描かれていない部分（背景）の色が変更されます。

背景を選択し、「色の変更」をクリックします
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（３）オートシェイプの色の変更

オートシェイプで描画された図形の色を変更します。変更したい図形をクリックし選択された状態（ハ

ンドル表示）にします。

画面下の［ ツールバー ］の「塗りつぶしの色」ボタンの横の▼をクリックします。

単色の塗りつぶし

その他の色を選択し単色の色を選択します。

色の選択は「標準」と「ユーザー設定」があります。

色が決定したら をクリックします。OK
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塗りつぶし効果

塗りつぶし効果には，グラデーションやテクスチャ，パターンなどがあります。

テクスチャ

様々な素材の画像を図形に貼り付けることができます。テクスチャには麻やデニム，キャンバスがあ

ります。また，デジタルカメラで素材を撮影しておけば，「その他のテクスチャ」をクリックして読み込むこ

とも可能です。

［ 塗りつぶしの色 ］から［ 塗りつぶし効果 ］をクリックします。［ テクスチャ ］タブをクリックし

て適当なテクスチャを選択し， をクリックします。OK

テクスチャ（デニム）で表現
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パターン

パターンを用いると柄や模様の表現が可能です。

［ 塗りつぶしの色 ］から［ 塗りつぶし効果 ］をクリックします。［ パターン ］タブをクリックして

ます。

「前景」の をクリックして「その他の色」を選び適当な色に変更します。

同様に「背景」の色を設定します。
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または，塗りつぶしを変更したい図形を選択し，右クリックしてショートカットメニューを表示します。

「オートシェイプの書式設定」をクリックし「色と線」タブを選択します。「塗りつぶし」の をクリ

ックして，「その他の色」 や「塗りつぶし効果」から色やパターンなどを変更できます。


