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－１－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

全体の手順
１．用紙サイズを決める

２．写真を選ぶ

３．写真の大きさを用紙に合わせる

４．写真を加工する

５．カレンダーの日付を作る

６．日付と写真の大きさ、位置を調整する

７．年と月、装飾を追加する

８．「.png」形式で保存する

作成するカレンダーの用紙サイズを決めて、PhotoFiltre で作る準備をします。

カレンダーに使う写真を選んで、PhotoFiltre で開きます。

カレンダー用紙の大きさに合わせて、写真のトリミングとサイズ変更をします。

明るさの調整など、必要に応じて、写真を加工します。

カレンダーの日付を作ります。

写真と日付の大きさや位置を調整して全体のバランスを整えます。

年と月をテキストで入力し、お好みで、イラストなどの装飾を追加します。

ファイル形式を「.png」にして保存して完了です。
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－２－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

１．用紙サイズを決める

１．用紙サイズを決める

１）メニューバーの「ファイル」→「新規」を選ぶ。

※「メニューバー」とは、PhotoFiltre 画面の、
いちばん上に並んでいる文字列のことです。

２）幅と高さの「単位を cm」にしてから、

　　「幅」「高さ」「解像度」に数値を入力する。

 Ａ４ 　21cm   × 29.7cm

 Ａ５ 　14.8cm × 21cm

 Ｂ５　 18.2cm × 25.7cm

はがき　10 cm  × 14.8cm

一般的に使用されている用紙のサイズ

プリンターなどで印刷する場合　    200pixel

パソコンやテレビで見るだけの場合   72pixel

メールに添付して送信する場合 　    72pixel

画像解像度の決め方

用紙 短辺　　　 長辺

３）メニューバーの「ファイル」→「名前を付けて保存」と選んで、保存先と名前を決めて、

　　作った用紙を「.pfi」ファイルとして保存して下さい。

　　  ※「.pfi」ファイルでの保存方法について詳しくは、別資料「PhotoFiltre の使い方入門」の４～５ペー
           ジを参照して下さい。）

入力が完了したら「ＯＫ」ボタンを

クリックして下さい。



－３－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

２．写真を選ぶ

２．写真を選ぶ

１）タイトルバーの右側にある　 このマークをクリックして、用紙ファイルを「最小化」

　　しておきます。

※「メニューバー」とは、PhotoFiltre 画面の、
いちばん上に並んでいる文字列のことです。

タイトルバー

「最小化」すると、画面の左下に、タイトルバーが小さく表示された状態になります。

２）メニューバーの「ファイル」→「開く」と選んで、カレンダーに使う写真を開きます。

※新しく写真を開
いても前に作った
用紙のファイルは、
最小化された状態
で、画面上に残っ
ています。



－４－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

３．写真の大きさを用紙に合わせる

３．写真の大きさを用紙に合わせる

１）開いた写真で、カレンダーに使う部分を「トリミング」します。

　　カレンダーの用紙サイズと、どのあたりに日付を入れるのかをイメージしながら、

　　トリミングすることがポイントです。

ツールパレットの中の、

　　をクリック

　　　↓

　　をクリック

２）写真の上で、マウスのポイ

　　ンタを動かして（左クリッ

　　クをしたままマウスを動か

　　す）、カレンダーに使う範

　　囲をトリミングします。

トリミングした範囲だけが

表示され直します。

３）写真の上で、マウスを右クリックして、

　　「イメージのトリミング」を選びます。



－５－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方 ３．写真の大きさを用紙に合わせる

４）写真の長辺が、用紙の長辺に収まるように、写真の大きさを変えます。

写真の上にマウスのポインタを置く

　　　↓

マウスを右クリック

　　　↓

「画像解像度」を選んでクリック

２）「単位を cm」にして、

　　写真の横方向が長辺となる場合は、

　　「幅」に用紙の横幅と同じ数値を、

　　写真の縦方向が長辺となる場合は、

　　「高さ」に用紙の高さと同じ数値を、

　　入力します。

　　「解像度」には、

　　用紙の設定と同じ数値を入力ます。

　　「縦横比を保持する」には、

　　チェックが入っている状態にします。

※写真の長辺となる、幅または高さのどちらかの数
値を入力するだけでOKです。

入力が完了したら「ＯＫ」ボタンを

クリックして下さい。

４）メニューバーの「ファイル」→「名前を付けて保存」と選んで、保存先と名前を決めて、

　　トリミングとサイズ調整をした写真を「.pfi」ファイルとして保存して下さい。

　　  ※「.pfi」ファイルでの保存方法について詳しくは、別資料「PhotoFiltre の使い方入門」の４～５ペー
           ジを参照して下さい。）

５）タイトルバーの右側にある　 このマークをクリックして、写真ファイルを「最小化」

　　しておきます。



－６－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

４．写真を加工する

４．写真を加工する

１）基本的な画像加工

①明るさの調整 ②色鮮やかさの調整 ③メリハリの調整

メニューバーから、
「補正」→「ヒストグラム」と選び
赤い枠で囲んだ部分の ３種類の
三角マークを動かして、写真の
明るさを調整します。

※詳細は「PhotoFiltre の使い方
入門」の 10 ページを参照。

メニューバーから、
「補正」→「色相 /彩度」と選び、
赤い枠で囲んだ部分のスライダ
ーを動かして、写真の色の鮮や
かさを調整します。

※詳細は「PhotoFiltre の使い方
入門」の 11 ページの６を参照。

メニューバーから、
「補正」→「コントラスト」と選び
赤い枠で囲んだ部分のスライダ
ーを動かして、写真のメリハリ
を調整します。

※詳細は「PhotoFiltre の使い方
入門」の 11 ページの４を参照。

デジカメで撮影した写真の多くの場合、①～③の調整を行うと、写真をより美しく見せるこ
とができます。

２）その他の画像加工

PhotoFiltre では、お好みに応じて、様々な画像加工を行うことができます。

「彩度（鮮やかさ）」と「コントラスト（メリハリ）」の調整は、あまり極端にやり過ぎないの
がコツです。

①色の調整 メニューバーから、
「補正」→「カラーバランス」と選ぶと、写真の色を細かく調整することができます。
ただし、やり過ぎると不自然になるので、ほどほどにしておくことが大切です。

※詳細は「PhotoFiltre の使い方入門」の 11 ページの５を参照。

②背景をボカす 背景をボカすと、主役の被写体をより際立たせることができます。
「なげなわ選択」と、「ぼかし」効果を組み合わせることで、背景をボカすことができます。

※「なげなわ選択」の詳細は「PhotoFiltre の使い方入門」の 14 ページの７を参照。
※「ぼかし」の詳細は「PhotoFiltre の使い方入門」の 12 ページの８を参照。
※背景をぼかす作業手順の詳細は「PhotoFiltre の使い方入門」の 18 ～ 19 ページを参照。

③余分なものを
　消す

写真の中に「これがなければ良かった」というものが写ってしまっている場合、
「クローンスタンプ」で、消してしまうこともできます。

※詳細は「PhotoFiltre の使い方入門」の 20 ～ 21 ページを参照。

必要な加工が終わったら、メニューバーの「ファイル」→「保存」で、
上書き保存しておくことを忘れないで下さい。



－７－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

５．カレンダーの日付を作る

５．カレンダーの日付を作る

教室では、日付を「テキスト」で作って、より自由なデザインやレイアウトができるよう

にと考えていましたが、ここでは、最も簡単にできる方法を解説します。

ワード（Word）などのソフトで作ったり、すでに持っている素材集やインターネットでダ

ウンロードできる「カレンダーひながた」を、画像として利用する方法です。

１）ワード（Word）などで作ったり、素材集、あるいはインターネットでダウンロードし

　　たカレンダーの日付部分を「キャプチャー」する

カレンダーの日付部分をパソコンの画面に表示して、キーボードの上部右側にある

　　　　 「プリントスクリーン」キーを押します。

この時、日付部分は、できるだけ大きく、画面いっぱいになるくらいに表示してから、
「プリントスクリーン」キーを押して下さい。

※一般的には、この作業を、パソコンの画面に表示されている状態を「キャプチャーする」
と言います。

PRTSC
SYSRQ

２）キャプチャーした日付の画像を、PhotoFiltre で開く

最小化されて画面の左下に表示されている
カレンダーの用紙ファイルの、

      このマーク「元に戻す（拡大）」を

クリックしてカレンダーの用紙を表示します。

メニューバーから「編集」→「貼り付け」
と選ぶと、キャプチャーした画像が、
カレンダー用紙に「レイヤー１」として
貼り付けられます。

レイヤー 1

３）レイヤー１の名前を、「日付」に変更しておく

左側の「レイヤー１」のサムネイル画像の上にマウスのポインタを置いて、右クリックして
「レイヤーの名前変更」を選びます。
レイヤーの新しい名前を、「日付」と入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。



－８－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方 ５．カレンダーの日付を作る

４）日付の画像の表示サイズを大きくする

メニューバーの下にあるマーク群の中から、

右から４番目にある

　　「ズームイン」マークをクリックして、

日付の画像の外枠が見えるまで、表示サイズを大きくします。

７）不要な部分を削除する

日付の外枠の外側が選択されている状態にできたら、
キーボードの右上にある、「DEL（デリート）」キーをクリックすると、
不要な分が消えて、カレンダーに使う日付部分だけが残ります。

不要な部分が消えて、使う部分だけが残っているか、

　　「フルスクリーン」マークをクリックして確認してみましょう。

※日付の外枠が見えなければ、「ズームイン」を、さらに続けてクリックして下さい。

５）日付として使う部分を範囲選択する

日付の外枠が見えたら、外枠に沿っ

て、日付として使う部分を範囲選択

します。

この状態では、カレンダーに使う

部分が選択されています。

※写真の「トリミング」と同じで、
　「四角形選択」を使って範囲選択します。
※外枠の「外側」を範囲選択して下さい。

６）「選択範囲を反転」して、不要な部分（日付全体の外枠の外側）を選択する

メニューバーから「選択」→「選択範囲を反転」

と選んでクリックします。

これで、日付の外側が選択されている状態に

なります。

フルスクリーンで表示して、問題がなければ、
メニューバーの「ファイル」→「保存」で、上書き保存してから、「最小化」しておきます。

※フルスクリーン表示をやめて、もとに戻る場合は、キーボード左上の「ESC（エスケープ）」キーを押します。
※「最小化」は、「タイトルバー」の　　 このマークをクリックです。



PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

６．日付と写真の大きさ、位置を調整する

６．日付と写真の大きさ、位置を調整する

１）カレンダー用紙に張り付けるために、写真をコピーする

「最小化」していた写真ファイルの　　 このマークをクリックして写真を表示します。

メニューバーの中の、「選択」→「すべて選択」と選び、
表示されている写真全体を選択します。

写真の上にマウスのポインタを置いて、右クリックして、
「コピー」をクリックします。

コピーしたら、　 このマークをクリックして、
写真ファイルを「最小化」しておきます。

３）レイヤー１の名前を、「写真」に変更しておく

左側の「レイヤー１」のサムネイル画像の上にマウスのポインタを置いて、右クリックして
「レイヤーの名前変更」を選びます。
レイヤーの新しい名前を、「写真」と入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。

２）コピーした写真をカレンダー用紙に張り付ける

「最小化」していた用紙ファイルの　　 このマークを
クリックして用紙を表示します。

用紙の上にマウスのポインタを置いて、右クリックして、
「貼り付け」をクリックします。

「レイヤー１」として、
写真が表示されていたら
ＯＫです。

※左側のサムネイル欄に、
下から、「背景」「日付」
「レイヤー１」と表示され
ていることを確認して下
さい。

－９－



６．日付と写真の大きさ、位置を調整するPhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

４）日付の大きさと位置を調整する

①写真の下に隠れている日付が見えるように、
　写真のサムネイル画像の上に
　マウスのポインタを置いて右クリックし、
　「表示」をクリックしてチェックマークを外します。

－10－

②「日付」のサムネイル画像をクリックして、オレンジ色の枠で囲まれた
　状態にします。

　左側に縦に並んでいるサムネイル画像の中で、オレンジ色の枠で囲まれ
　ているレイヤーにのみ、様々な加工や調整を行うことができます。

③「日付」の大きさを調整するために、
　メニューバーの中から

　「レイヤー」
　　↓
　「変形」
　　↓
　「レイヤーの変形」

　と選びます。



６．日付と写真の大きさ、位置を調整するPhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

－11－

③「日付」の位置を調整するには、マウスのポインタを日付の上において、
　左クリックしたままの状態で、マウスを動かすと、日付の位置調整ができます。

　おおよその位置を決めたら、
　メニューバーから、

　　「レイヤー」
　　　　↓
　　「センタリング」
　　　　↓
　　「水平方向の中央」

　と選んで、
　日付をセンタリングします。

　※日付を左右のどちらかに寄せる
　　デザインにする場合は、センタ
　　リングは不要です。

④トリミングした日付が点線で囲まれ、角に □ が表示されます。
　この□にマウスのポインタを合わせると、

　　　　　このような形状になります。

　マウスのポインタを角の□に合わせたら、左クリックをしたまま
　マウスを動かすと、日付の大きさが変えられます。
　（縦横の比率は変えられません。）

　ちょうど良いと思う大きさになったら、日付の上にマウスのポインタを置いて、
　ダブルクリックします。これで、日付の大きさが決まります。

日付の大きさや位置のバランスを確認する場合は、

　　「フルスクリーン」マークをクリックして下さい。

問題がなければ、
「ファイル」→「保存」で、
上書き保存しておきます。



６．日付と写真の大きさ、位置を調整するPhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

５）写真の大きさと位置を調整する

①写真のサムネイル画像の上に
　マウスのポインタを置いて右クリックし、
　「表示」をクリックして写真を表示します。

－12－

②日付の大きさを調整したときと同じように、メニューバーの中から
　「レイヤー」→「変形」→「レイヤーの変形」と選んで写真の大きさを調整し、
　写真の上にマウスのポインタを置いて、左クリックしたままマウスを動かして、
　位置を調整します。

　日付とのバランスを見ながら、同時に日付の大きさや位置も調整して、全体のバランスを
　整えましょう。

写真の大きさと位置を調整する以外に、切り取ってしまいたいところがある場合は、
「四角形選択」で切り取りたい範囲を選択して、キーボードの右上にある、
「DEL（デリート）」キーをクリックします。

ツールパレットの中の、
　　をクリック

　　「四角形選択」
をクリックして
切り取りたい範囲を選択して
「DEL（デリート）」キーをクリック

日付と写真の大きさ、位置の調整が終わったら、
「ファイル」→「保存」で、上書き保存しておきます。



－13－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

７．年と月、装飾を追加する

７．年と月、装飾を追加する

１）メニューバーの下に並んだマーク群の中から

　　「Ｔ」（テキスト）を選んで、「年」と「月」を入力します。

書体

文字の色

テキスト入力 書体の確認

文字のサイズ 文字の装飾
①テキスト入力欄に「年」を入力し、
　書体やサイズ、色などを、
　お好みで選択します。
　
　「ＯＫ」ボタンをクリックして
　表示サイズなどを確認してみて、
　問題がなければ、
　文字の位置を調整します。

　文字の位置調整は、文字の上に
　マウスのポインタを置いて
　左クリックしながら移動させるか、
　キーボードの十字キーを使って
　調整します。

②同じようにして、次は、「1月」の「１」を入力します。

③「1月」の「月」の部分を漢字で入力します。

※入力した文字の修正や変更を行う場合は、修正・変更したい文字の上にマウスのポインタ
　を置いて、ダブルクリックすると、上記のテキスト入力画面が表示されます。

④入力した文字は、それぞれが個別のレイヤーとして作られています。
　それぞれのレイヤーのサムネイル画像の上にマウスのポインタを置いて、
　右クリックして「レイヤーの名前変更」を選び、
　どの文字のレイヤーかわかるように、新しく名前を付けておきます

※入力した文字が、写真の下に隠れて見えない場合は、入力した文字レイヤーのサムネイル画像を
　ドラッグして上に移動させて、並び順を変えて下さい。

「これでＯＫ」と思ったら、「ファイル」→「保存」で上書き保存しておきます。



－14－

PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方 ７．年と月、装飾を追加する

２）お好みで、イラストなどの装飾が加えられます

①使いたいイラスト素材などのファイルを開きます。

　※パソコンの画面に表示されているイラストなどを「キャプチャー」して使用することもできますが
　　著作者の意図に反する無断利用など、著作権に十分注意して下さい。

②使う部分を範囲選択して、カレンダーに
　「コピー」「貼り付け」します。

　右側のツールパレットの中の、
　「選択ツール（矢印マーク）」→「四角形選択」
　とクリックして、
　使用するイラストを範囲選択します。

　選択した範囲の中にマウスのポインタを置いて、
　右クリックして「コピー」します。

　コピーしたら、イラストファイルは、
　「最小化」しておきます。

カレンダーのファイルの上に
マウスのポインタを置いて、
右クリックして「貼り付け」します。

※張り付けたイラストが、
　写真の下に隠れて見えない場合は、
　サムネイル画像をドラッグして上に移動させて、
　並び順を変えて下さい。
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PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方 ７．年と月、装飾を追加する

③バランスを考えながら、イラストの大きさと位置を調整します。

　大きさの調整は、
　「レイヤー」→「変形」→「レイヤーの変形」で行います。

　位置の調整は、イラストの上にマウスのポインタを置いて
　左クリックしながら、マウスを移動して調整します。
  キーボードの「十字キー」を使うと微調整ができます。

④「フルスクリーン」で表示して、全体のバランスを見て、ＯＫならば完了です。

「ファイル」→「保存」で、上書き保存するのを忘れないで下さい。
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PhotoFiltreを使ったカレンダーの作り方

８．「.png」形式で保存する
PhotoFiltre で加工するためのファイルは、「.pfi（フォトフィルターイメージ）」という

拡張子がついた、PhotoFiltre 専用のファイル形式で保存し、

写真は、「.jpg（ジェイペグ）」というファイル形式で保存するのが最も一般的です。

ここで作ったカレンダーには、「写真」「文字」「イラスト」と、３種類のイメージが使用さ

れていますが、このような場合は、「.png（ピング）」というファイル形式で保存します。

写真と文字やイラストが混在するファイルは、

「.png（ピング）」というファイル形式で保存すると、写真もイラストも、

それぞれを美しく表示または印刷できるファイルとなります。

「ファイル」→「名前を付けて保存」から、ファイルの種類で、「PNG（*png）」を選んで、

名前を付けてから、「保存」ボタンをクリックします。

右の画面が表示されたら、

「はい」をクリックして下さい。

次に右の画面が表示されます。

「インターレース」のチェックは無し

「フィルタ」は「なし」にチェック

このふたつを確認して

「ＯＫ」ボタンをクリックして完了です。

「.png」ファイルは、一般的なソフトでも開くこ
とができる、汎用的なファイル形式です。

８．「.png」形式で保存する


