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はじめに
　この「カレンダーの作り方」は、Libre Office の Writer を使って作成します。

Libre Office のアイコンをクリックしてスタートしましょう。

「Writer 文書ドキュメン

ト」をクリックします。
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カレンダーの作り方

ページの余白を設定する
　最初にページの設定をします。

メニューの【書式】をクリックします。

プルダウンメニューから【ページ】をクリックします。
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ページのタブを開きます。

余白の設定を変更します。

上　1㎝　下　1㎝　に変更して【OK】ボタンをクリックします。

これで余白の設定は、完了しました。
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表を作る

　ツールバーから【図形描画機能】をクリックします。最初の表を挿入します。

次にセルの高さを設定します。

行の中にカーソルを点滅させます。

左クリックしてメニューを開きます。

「サイズ」から「行の高さ」をクリックします。

5

ツールバーにある表の右に逆三角形  があります。
ここをクリックすると表の設定が出来ます。



行の高さを 9.2㎝に変更します。

増加を認めるのチェックは、外します。
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　※　最初の表と次に作る表の間は、フォントサイズ 12 で 3 段開けます。

カレンダーの表を 7 列の 6 行で作ります。
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　曜日を記入するセルの高さを設定します。

セルの高さを変更するセルをドラッグして選択します。

選択後に右クリックをしてメニューを表示します。

【サイズ】から【行の高さ】をクリックします。
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行の高さを 1㎝に設定します。

増加を認めるのチェックは、外します。　

次に日を書くセルの高さを設定します。設定するセルを選択します。

次に右クリックをしてメニューを表示します。
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行の高さを 3㎝にします。

増加を認めるのチェックは、外します。　
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表に背景色を付ける

　表に背景色を付けます。

背景色を付けるセルをドラッグして選択します。

選択後に右クリックをしてメニューを表示します。

【表のプロパティ】をクリックします。
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表の書式で【背景】のタブをクリックします。

【灰色１】を選択します。

選択後に【OK】をクリックします。
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同じように日曜日の列の背景色を設定します。

　セルを選択後に右クリックします。

【表のプロパティ】をクリックします。
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　【表の書式】が表示されたら、背景のタブをクリックします。

背景色は、「赤 10」を選択します。

選択後に【OK】ボタンをクリックします。

設定は、完了しました。
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表の外枠を太くする

 赤い矢印の所にマウスを持っていきます。下記の
【表全体を選択】が表示されたら左クリックしま

す。(表をすべて選択します)。

右クリックをしてメニューを表示させます。

メニューから【表のプロパティ】を選択します。

※【表のプロパティ】の出し方は、1  5      ページ  を

参照して下さい。
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【表の書式】の「外枠」のタブをクリックします。

ここで外枠を設定します。

線を引く位置　標準(D)で一番右　　を選択します。これは、中の線は変更しません。

外枠の太さを 2.00pt に変更します。
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表に文字を入れる

　表に曜日を入れます。

フォント: MS ゴシック

サイズ  : 14

文　字  : 太字

揃　え  : 中央揃え

文字色  : 日曜日／【赤】　月曜日から金曜日／黒　土曜日／青【青 3】or 黒

--------------------------------------------------------------------------------------------

  日付を入れます。

フォント: Liberation Serif

サイズ  : 18

文　字  : 太字

揃　え  : 中央揃え

文字色  : 日曜日／【赤】　月曜日から金曜日／黒　土曜日／青【青 3】or 黒
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日 月 火 水 木 金 土

1
元旦

2 3 4 5 6 7

8 9
成人の日

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

土曜日の日付けを【青 3】に変更します。

祝日や予定を書き込みましょう。

五文字入力を考えるとフォントサイズは、12 です。

「元旦」「成人の日」を入力しました。文字色は、赤です。

フォントは、MS ゴシックです。
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セルを保護する
　セルを保護することで間違ってセル内の文字を消さない様に設定出来ます。

今回は、表全体のセルを選択します。個別で
セルを選択することも出来ます。

１．セルを選択すると、メニューの【表】をクリックします。

２．メーニューの中から【セルの保護】を選択します。

３．セルの保護が完了しました。

※　セルの保護をすると文字入力は出来ません。
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セルを保護すると
変更出来ません。



セルの保護を解除する
　セルの保護を解除する方法を説明します。

セルの保護が有効の場合は、「読み取り専用」と表示され編集出来ません。

1. 解除するセルを選択します。

2. メニューの【表】を選択します。

3. メニューから【セルの保護を解

除】をクリックします。
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セルを分割する
　4 月と 7 月と 12 月は、５段では不足です。そこで表の分割を利用としたいと思います。

1. 分割したいセルを選択します。

2. メニューバーから【表】をクリックします。

3. 【セルの分割】をクリックします。

※23 日のセルを選択するには、

ポインタ(矢印)を 23 日のセルに

移動させます。

次に 16 日のセルまでドラッグし

ます。その状態で 23 日にポイン

タを戻すと 23 日のセルのみ選択

されます。
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【セルの分割】の窓が開きます。

分割は、２ 方向は、水平方向です。

　このままでは、太線が不用です。

この状態でもう一度、右クリックをします。
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【表のプロパティ】をクリックします。

【表の書式】の「外枠」のタブをクリックします。

ユーザー設定で内側の罫線を 0.05pt にします。

ユーザー定義の下線をクリックします。1.5㎝に分割出来ました。
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ここをクリックする



カレンダーをコピーする
1 ヶ月分のカレンダーを 12 ヶ月分コピーします。

【注意】パソコンのメモリが不足している場合は、動作が遅くなる場合があります。
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１．メニューバーの【編集】をクリックします。

２．「すべて選択」をクリックします。
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「すべての選択」をクリックすると、ブルーに変わります。
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1ブルーに選択された場所     で右クリックします。

メニューから「コピー」をクリックする。
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1

2

１．カレンダー表の左下のカーソルを移動します。    (表の左端をクリックすると移動)

２．   「貼り付け」をクリックします。

33

１

この位置にカーソルを移動する。

２



３．コピーを 2 回繰り返します。

その後３枚をすべて選択してコピーを

４回繰り返します。これで 12 ヶ月分の

作成が完了します。

■コピーの注意点

画像は、アンカーが「ページ」に設定される
と、「すべて選択」でもコピーされません。

アンカーは、「段落」を選択して下さい。

※ 余白にアンカーがある場合は、選択され
ません。画像は、コピーされません。
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写真やイラストを挿入する

表の中にカーソルを移動します。

メニューから【挿入】→【画像】をクリックします。
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　イメージの挿入から画像を選択して【開く】のボタンをクリックします。

画像と表が上手く一致しない場合は、表の枠を非表示にします。

画像に枠を付けたい場合は、JTrim(画像加工ソフト)で編集すると楽です。

画像を右クリックします。
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　 画像の上で右クリックしメニューから

　【プロパティ】を選択します。

今回は、幅　17㎝　高さ 9.2㎝に変更します。

挿入する画像サイズは、ViX(画像閲覧と加工ソフト)600×324 ドットで切り出しています。

より正確にサイズを変更するには、Writer の画像でトリミング加工します。

　画像の窓が開きます。

【トリミング】のタブを開きます。

【画像サイズ】を変更します。
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画像のアンカー(Anchor)は、【ページ】に設定します。
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【折り返し】は、【背景に】に設定します。

表は、【枠線なしを設定】をクリックします。(赤で囲われたところ)

これで枠線か消えます。

39



カレンダーの背景を挿入する

　月曜日から土曜日の欄に背景を設定します。

設定の方法は、前回と同じ方法で貼り付けます。

背景画像を選択して開きます。

■画像挿入のポイント

• 画像のアンカーは、【ページ】に設定します。

• 画像のサイズは、幅 14.55㎝　高さ 15㎝　で設定します。

• ページを拡大してマウスで正確に位置合わせをする。
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※挿入の操作は、35      ページ  を参照して下さい。

　画像を選択して右クリックをします。
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画像プロパティの出し方は、2  9      ページ  を参照して下さい。

画像サイズを変更する。(幅 14.55㎝　高さ 15㎝)
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        を赤い矢印の位置にマウスをドラッグして移動させます。

表示を拡大するには、右下のスライドボタンをプラス側にマウスでドラッグします。

画像の透過性を 70%に変更します。

画像は、【背景】の設定にします。アンカーは、【ページ】にします。
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このカレンダーの背景サイズは、幅 14.55㎝　高さ 15.00㎝です。
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　　画像を背景に設定します。

　画像の任意の場所で右クリックします。

　メニューから【折り返し】→【背景に】

　をクリックします。　

  透過性を      70%  に設定します。  
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ギャラリーにイラストを登録する

　ギャラリーにイラストを登録すると便利です。

ギャラリーのツールボタンをクリックします。

次に【新しいテーマ】をクリックします。
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ギャラリーボタン



プロパティ新しいテーマの【ファイル】タブをクリックします。

【ファイルの検索】をクリックします。

【パスの選択】の窓が開きます。

【テクスチャ】(登録したいファイル)を選択して【OK】ボタンをクリックします。

47



すべてのファイルを登録します。

【すべて追加】をクリックして下さい。

「新しいテーマ」が完成です。

　テーマの名称を変更します。

新しいテーマを選択します。

選択後に右クリックをして【名前の変更】を
クリックします。そこで名称を変更します。
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　ファイルの順番は、ドラッグで変更出来ます。

頻繁に使用するイラストを一々フォルダを
探して挿入するのは面倒です。

イラストは、今あるフォルダとリンクして
います。

リンクしているフォルダを削除したり、移
動したりするとリンクが切れて表示しませ
ん。

既存のギャラリーのフォルダにイラストを
追加する場合は、フォルダを選択して右ク
リックします。メニューから【プロパ
ティ】をクリックします。

 

ファイルを検索して追加し
て下さい。
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年号と月を挿入する

日 月 火 水 木 金 土

 ※画像サイズ保持　倍率　幅 66% 高さ 66%に設定する。

このイラストは、編集しません。
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１月から１２月イラストのサイズは、幅、高さを倍率 83%で設定します。

※グリッド線を表示しました。
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グリッド線を表示する
ツールバーから【ツール】をクリックします。

【オプション】をクリックします。

グリッド線は、地図などを書く時に役立ちます。

正確に画像を配置する時に使います。
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【LibreOffice Writer】

グリッド線

グリッド線　【グリッド線の表示】にチェックします。

解像度　　   横に 0.20㎝

　　　　　   縦に 0.20㎝

サブ目盛　   横に　5 スペース

　　　　　   縦に　5 スペース
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テンプレートに登録する
作ったカレンダーをテンプレートに登録しましょう。

メニューバーの【ファイル】→【テンプレート】→【テンプレートとして保存】
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テンプレート名を入力します。

「カレンダーフォーム」と入力します。

テンプレートのカテゴリを選択します。
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 テンプレートの開き方

　LiberOffice のトップメニューで▼を

　クリックします。

　メニューから【Manage Templates】を

　クリックします。

使うテンプレートを選択して【開く】をクリックします。

あとがき

　１年ぶりにマニュアルの更新です。
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LibreOffice のバージョンが 5.2.4.2 にアップしました。

カレンダー作成のテキストですがワープロソフト(Writer)全般の解説をしています。

無料で使えるソフトとしては、優秀です。このマニュアルも Writer で作成しました。

基本をしっかり理解して活用してください。

　

平成 29 年１月

ピーシーラック　桐原　俊介
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日 月 火 水 木 金 土

22 23

行高さ　 9.2 ㎝に設定

幅は、自動設定 枠無し

フォントサイズ12で３段

行高さ１㎝

行高さ3㎝

背景色　「灰色１」

背景色　「赤 10 」

外枠　2.00pt

文字　フォント:ゴシック
　　　　サイズ:14　太字
色:黒　日曜日:赤
枠: 中央揃え

フォント :Liberation Serif
サイズ :18 中央揃え 太字
色 : 黒 半角英数で設定

文字色 : 「赤」

【ページ設定】
A4サイズで設定します。
余白は、上:1㎝ 下 :1㎝
　　　　左右: 2㎝ (変更なし)

フォント色 : 青 3


