
カレンダーを作ろう！
ATAM ACADEMY

フロンティアコース

2023 年４月から始まる、カレンダーを作ろう！
カレンダーは、その日の予定を確認したり、少し先の大切なことや楽しみな
ことを書きこんで日付をカウントしたりと、カレンダーは生活に欠かせない
アイテムです。そんなカレンダーを使う場所やサイズを決めて、季節感や月
ごとの特徴をイラストで表現してカレンダーの完成を目指しましょう！

【今月のかだい】
・季節の行事やアイテムを考えよう
・季節にあった「配色」を考えよう
・カレンダーの「テーマ」を決めよう
・カレンダーの形を考える
・構図を考えよう
・カレンダーを作ろう！



ステップ 1

ATAM ACADEMY

フロンティアコース季節の行事やアイテムを考えよう

カレンダーに描かれているイラストはその月の雰囲気を感じられるものが多いです。
その月を「楽しむ」ために、各月の雰囲気を伝える行事やアイテムを考えていきましょう。

行事 アイテム

１月はお正月・２月はバレンタ
インなど、月ごとの行事を書き
出しましょう。
同じ国や住んでいる地域によっ
ても変わります。
家族の中の行事もありますね。
自身がワクワクする行事をどん
どんメモしましょう。

行事を書き出したら、その行事
に使うアイテムがあります。
各月をイメージするアイテムも
書き出していきましょう。
また、行事に関係なく各月や季
節を演出できるアイテムもあり
ます。春なら桜、夏はひまわり
など。アイテムもどんどんメモし
ましょう。

行事から連想ゲームの
ようにアイテムを考え
ると思いつきやすいよ

正
月



ATAM ACADEMY

フロンティアコース行事とアイテムのメモ

４月

５月

６月

７月

８月

９月

ここで書いておくことは、制作のアイ
デアにつながるかもしれません。
「違うかも？」なことでも気軽にメモ
しておきましょう。
メモは文字、イラストなど気軽に描け
る方法でOKです！

お花見、桜、三色団子

たんごの節句、カブト、
かしわもち

父の日、雨、さくらんぼ

海の日、船、スイカ

山の日、虫取り、せみ

十五夜、月、月見団子



ステップ2

ATAM ACADEMY

フロンティアコース季節にあった「配色」を考えよう

配色とは画面の中にどのように、「色を配置しているか」です。どんな色を合わせる
とその季節感を出せるか、行事の「らしさ」を出せるのか、色について考えよう。

季節を連想する色 温度を連想する色

各月を思い出して、どんな景色
や温度か。自身が体感したこと
を思い出して、色に変かんして
みよう！

色は
暖色・寒色・中間色
というグループに分
けることができま
す。あたたかさを感
じる色、寒さを感じ
る色と、人は色を見
ると連想ゲームのよ
うにアイテムや景色
を思い出し、温度ま
で感じます。

自然は目にふれることがおおく、色
に変かんしやすい

だんしょく かんしょく ちゅうかんしょく

太陽の光

さくら

若葉

山

空

雪



ATAM ACADEMY

フロンティアコース

どの行事をイメージしている
か分かるかな？１２月と１月
の冬の行事をイメージしてい
るよ。

季節にあった「配色」を考えよう

行事から連想する色

各月を代表するような行事には色のイメージも付きものです。行事をイメージする色を合わせ
ることでアイテムがなくても季節や行事のある月を想像させることができます。

色から季節や温度、行事を連想できる特ちょうを使うと、イ
ラストなどのモチーフを使用せずに、配色だけで各月の特徴
を伝えるカレンダーを作ることもできます。

同じ赤色でも合わせる色を変えると　　　　　　連想する行事が変わります。

冬の行事



ATAM ACADEMY

フロンティアコース

例）春

季節を「配色」で表現しよう
メモした、行事やアイテムから「色」を連想して、四角の中に各季節の色を置きましょう。

春の桜と冬が明けて咲き出した、花や葉っぱの色をイメージして
配色しました。

春の中でも「桜」だけで配色することもできます。ピンクから白
の優しくてあたたかな色だけで作ることもできます。
季節を伝える配色は、体験した風景や行事を思い出して色を選ぶ
とまとめやすいです。

また、各季節や月に「元気」や「静か」などの
イメージがあればそれに合わせて配色するのも
手段です。春は「元気」な雰囲気。と考えたら
彩度が高く少し反対色を入れるなどして組み合
わせる。などです。



ステップ３
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フロンティアコースカレンダーの「テーマ」を決めよう

どんなイラストのカレンダーがあったらうれしいですか？
カレンダーをどんな風に使いたいか想像して、「テーマ」を決めましょう。

お話がある 絵本みたいなカレンダー

こんなカレンダーがうれしい テーマどんなふうに
かわいい？

どんなジャンルの
お話？

遊びの中身は？

かわいいがいっぱい うさぎが活躍するカレンダー

遊べるカレンダー 激ムズ！間違い探し
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フロンティアコース

テーマ 描く内容　例１

うさぎが活躍するカレンダー うさぎが各月の行事を頑張っている
イラストを描く。

描く内容　例２

数字がうさぎになっている。
２０２３年！なカレンダー

テーマを深掘りしよう

決めたテーマからイメージして雰囲気や描くことを考えておきましょう。

「テーマ」を決めても中身はまだ
色々考えられます。内容まで想像
しておくことで、イメージしやす
くなり、描くときに困ることも減
らせます。

例１と２でカレンダーの雰囲気は大きく変わります。例１はイラストが主役になるであろうカ
レンダー。例２は数字が主役になり、デザイン的なカレンダーになりそうです。
数字や色が主役のカレンダーもアイデアです。思いついたらチャレンジしてみよう！
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フロンティアコースデザイン的なカレンダー

テーマによってはイラストは描かずに、数字を変形させて画面を構成することもあります。
あるいは「色」とシンプルな形で構成したカレンダーを作ることもあります。

色や形が「楽しい」と感じる人は、こういった表現方法もオススメです。

一般的なカレンダーの
数字の表現 数字をデザイン 色で構成



ステップ４

ATAM ACADEMY

フロンティアコースカレンダーの形を考えよう

壁掛け型・卓上型・ダイアリー型 その他があります。
また、アイパッドやスマホなどデジタル機器の
ホーム画面などに使用できるカレンダーなどがあります。

どんなふうに使うか想像して形を決めましょう

カレンダーの形は長方形だけでなくいろいろな形があります。
どんなものがあるか知って、自身のカレンダーの形やサイズを決めましょう。

カレンダーの形
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フロンティアコース

デジタル機器用に制作するときは製品の画面サイズにあわせて作ります。
種類によって違うのできちんと調べましょう。
壁掛けなどは掛ける場所を想像してサイズを考えます。

カレンダーの形を考えよう

カレンダーのサイズ

リビングで使う 広い場所にかざるから、
大きめで見やすくする

壁掛けA3タテ

１枚にふた月

どこで使う サイズ

１枚の紙に何ヵ月ぶん描く

見る人や、飾る場所



ステップ５
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フロンティアコース構図を考えよう

カレンダーの多くは６枚や１２枚など複数のイラストが必要です。
構図をそろえてシリーズ感を出したり、
テーマと一緒に構図のことも考えてみましょう。

構図とは 画面の構成のこと。
画面に対してどのように配置してモノを描くか考えます。

構図の考え方はあくまでも、イラストをみ力的に見せる１つの方法なので、
「こうしなければならない」と難しく考えることはありません。
こんな考え方があるんだなと、テーマに合わせて構図を考えてください。

カレンダーの日付（数字）も配置や形をデザインして構図を考えることができます。
「テーマ」にどのような構図、
表現があっているか考えましょう。
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フロンティアコース

見やすい構図

日の丸構図

シンメトリー

パターン 図柄がくり返しているもの

左右、上下対象な配置や形

中央にイラストを配置する

構図の種類①
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フロンティアコース構図の種類②

バランス感覚を養う構図

三分割法 画面を縦・横それぞれ三分割にして、線の上や交差点にレイアウトするパターンです。
この交差点に見せ場があると、みやすく引き締まった画面が作れます。

背景やデザインをこの三分割のライン上に
持ってくるのもバランスが良いです。

葛飾北斎の浮世絵
「富嶽三十六景・神奈川沖浪裏」

かつしかほくさい

ふがくさんじゅうろっけい かながわおきなみうら
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フロンティアコーステーマに合わせて構図を考えよう

テーマとサイズが決まっていれば、どんなバランスで描いたら素敵になるかな？と、構図を考
えやすくなります。もっと具体的に決めたいときは描くモチーフも決めてみよう。

テーマ

どこで使う

サイズ

数字と色を楽しむ

アイフォン 12の画面サイズ

案１、パターン 案２、日の丸構図

アイフォン

１枚の紙に何ヵ月ぶん描く

一つきで１枚。計１２枚 ラフや下書きの書き込みはそれぞれです。
自身が後から見返したときにしたいことが分かるように描こう



ステップ６
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フロンティアコースカレンダーを作ろう！

ステップ３、４で決めたテーマやサイズを元にカレンダーを作っていこう

まずはサイズを合わせてキャンバスを作ろう

下書きから、決めたカレンダーサイズでイメージを新規作成
しておこう。特にふだん描かない比率の場合は大切です。
日付のスペースを忘れずに！

１枚の紙に何ヵ月ぶん描く

サイズを合わせたイメージを準備したら、
日付の位置をまず決めたよ！

サイズ

アイフォン 12の規格 一つきで１枚。
計１２枚
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フロンティアコースカレンダーを作ろう！

描く内容

テーマ

どこで使う サイズ

１枚の紙に何ヵ月ぶん描く見る人や、飾る場所

数字と色を楽しむ

それぞれ月の色のイメージと数字を合わせて描く。
日付は手描きのデザインでゆるくする

アイフォン 12の
画面サイズアイフォン

自分のスマホで使う 一つきで１枚。
計１２枚 完成！完成！


