
はじめに

パソコンの普及に伴い、Word を使って書類を作成することが日常的になってきました。当
然、文書だけでなく図形等を挿入しなければならない場面も多くありますが、一般的なテンプ
レートではいまいち正確さに欠けたりイメージと違ったりで、文書は Word で作成できても、
結局図形はコンパスや分度器、定規等を使って手描きをされている方をよく見かけます。しか
し、Word の図形描画機能を上手に使うと、手描きよりもきれいな図形を簡単に描くことがで
きるのです。

本書では、Word の図形描画機能の基本から応用までを詳しく解説しました。これを学習す
ることで、簡単な操作で正確な図形を手早く描く技術を身につけることができます。

内容を簡単にご紹介すると以下の通りです。
・Ⅰ準備 では、図形描画機能を簡単に効率よく使うための設定を解説。
・Ⅱ図形描画の基本 では、図形描画機能の基本と操作方法をさまざまな角度から解説。
・Ⅲ図形描画の応用 では、算数・数学の簡単な図形から複雑な図形までの描画テクニックを

　　　解説。
・付録 では、学校でよく使う運動会会場図の描き方を解説。
・　　 や　　 で本文をさらに補足説明、また必要に応じて参考になるページを掲載。

また、本書はあまり知られていない便利な機能や操作テクニックも取り入れて、複雑な図形
でも効率よく簡単に作図できるように工夫してあります。

私は教育現場に身を置く関係で、特に算数・数学の学習問題をイメージした図形を中心に解
説しておりますが、本書は企画書や論文の図解、各種図面、デザイン、イラスト、図形パズル
などを作成される方にとっても必ず役立ちます。

全編を通じて、解説の手順通りに進んでいけば自然に実例通りのものが描けます。しかし、
ここでの描画の方法はあくまでも一例にしか過ぎません。本書を参考に練習を重ねて描画のコ
ツがわかると、さまざまな図形を自分なりの方法で自由に描くことができるようになるのです。
　　

図形描画の楽しさを味わいながら、本格的な図形描画技術をマスターしていただければと
願って執筆いたしました。本書が、より多くの方々にお役に立てれば幸いです。

なお、本書は Word2003 をベースに解説していますが、Word2002・Word2000 でも
図形描画の操作はほとんど変わりません。また、Excel や PowerPoint でもほとんど同じよ
うに利用することができます。
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・用紙―「B4」　　　　　 ・余白―上下左右「各15mm」
・段組―「2段組」　　　　・フォント―「MS明朝」
・スタイル―「標準」　　　・フォントサイズ―「11」
・文字数―「35」　　　　 ・行数―「34」

次のような設定で図形のテスト問題用紙を作ってみましょう。

₁メニューバーのファイルをクリックして、ページ設定を選択する。
₂ページ設定ダイアログボックスの用紙タブをクリックする。
₃用紙サイズで B4を選択する。
     

　　

※ルーラー上をダブルク

リックすると、ページ設

定ダイアログボックスを

すばやく表示できます。

₁ページ設定ダイアログボック
スの余白タブをクリックする。

₂余白の「上」「下」「左」「右」
の数値を「15mm」に設定する。

₃印刷の向きの横をクリックす
る。

1. 用紙のサイズ

2. 余白サイズと向き

₁ページ設定ダイアログボックスの文字数と行数タブをクリックす
る。文字方向の横書きにチェックを入れ、段数の▲を押して、「2」
に設定する （※《5. 段の幅・段と段の間隔（P004）》参照）。

₂文字数と行数を指定するにチェックを入れる。
₃文字数を「35」、行数を「34」に設定する。

₁文字数と行数画面の下にあるフォントの設定をクリックして、フォ
ントダイアログボックスを表示する。

₂フォントタブをクリックして、フォントを「MS明朝」、スタイル
を「標準」、サイズを「11」に設定する。　

₃フォントダイアログボックスの「OK」をクリックする。
₄ページ設定ダイアログボックスの「OK」をクリックする。

　　

3. 文字数と行数

4. フォントとフォントサイズ


