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このセミナーは 
• 写真撮影ＯＫです 
(ただし周囲の方に迷惑にならない 
ように撮ってください） 
 
• Fecebook、Twitterなどのソーシャルメディアに投稿ＯＫ
です。 

 
• 受講後、ブログなどへの投稿ＯＫです。 
 
• スライドは後日、公開します 
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自己紹介 
・2014年5月からWordPressエンジニアとして、WordPresｓ
での案件を中心に、ぼちぼちとWeb制作の仕事を受注
しています。 

・本業はイトーヨーカドーの青果販売員 

・プログラマ経験は１０年間、官公庁に納入する災害対策
のシステムを中心にソフト開発 

・渕上真由フォトスクール卒業していますので、写真撮影
もできます。 

・余語まりあ講師ブランド塾を卒業していますので、講師活
動もしております。  
 
     Facebook友達申請大歓迎 
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今日のアジェンダ 

• WordPressをはじめよう   

• WordPress.comをはじめよう 

• WordPressに登録する 

• WordPressで何ができるの？ 

• ブログを書いてみよう 

• 固定ページを作ってみよう 

• 設定を変更してみよう 

• 外観を触ってテーマをカスタマイズしよう 
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WordPressをはじめよう 

• WordPressの種類 
WordPressには次の２種類があります 

•  
●インストール型 

 

  ●レンタルブログ型 
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WordPressの種類 

• インストール型  
①自分でレンタルサーバを借りる 
②独自ドメインを取る、 
③WordPress.orgからソフトをダウンロードする 
④サーバー上にインストールして使う 

（クリックインストール機能のあるレンタル
サーバ屋さんも多い） 
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WordPressの種類 

• レンタルブログ版 
Automattic社が管理しているWordPress.com
という無料レンタルブログサービス 

 

有料オプションもあり、物足りなくなったらカス
タマイズも可能 
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WordPressでなにをしたいか？ 

• ブログとして手軽に簡単に始めたい 
すぐに始めたい 

• 自分でインストールして、テーマを変えたりプ
ラグインを導入したりしながら、少しずつカス
タマイズしたい。 

• 自分好みのテーマやプラグインを制作したい 
プロとして制作でお金をもらいたい 
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WordPressでなにをしたいか？ 

• ブログとして手軽に簡単に始めたい 

• すぐに始めたい 

• インストール型にチャレンジしたが、敷居が高
くて難しいと感じた。 
 
           ↓ 

 
 

                       がお勧め 

WordPress.com 



WordPress.comをはじめよう 

Copy right 太田晴信 10 



WordPress.comとは 

• 自分でサーバーの管理やサーバーの費用を
払ったり、ドメインを取得する必要はありませ
ん。 

 

• WordPress.comで、操作などを勉強・練習して
からインストール型に移行するのも全然OK 
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禁止されているブログ 

• 盗作ブログ 

• SEO スパムブログ 

• アフィリエイトブログ （ただし、自分の言葉で書籍、映
画、ゲームのレビューを書き、Amazon などにリンクをしてい

る場合や、自分の手作りの商品などを紹介してリンクするこ
とはこのうちに含まれない。） 

• 不法ダウンロードブログ 
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商用利用は可 

• アメブロで禁止されているような商用利用 
セミナーの告知 
メルマガ読者の取得 
リスト取り 

セラピー、カウンセリング、コーチング、コンサ
ルティングなどの活動 

 

                  今のところOK 
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WordPress.comで制限されていること 

• プラグインのアップロード インストール 
（デフォルトで入っているプラグインのみ） 

• テーマのアップロード 

 

• JavaScriptやCSSの追加・変更 

 

• ソフトやデータベースの管理権限、FTPやシェ
ルのアクセス権 
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WordPress.comに登録する 
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ja.wordpress.comにアクセス 
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ご自分の好きなURLになるようにを決める 



アカウントの作成 
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アカウントの作成 
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ブログ設定 
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テーマの選択 
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認証メールのリンクをクリック 
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登録完了 
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ダッシュボードに到達 
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ブログを書いてみよう（投稿） 
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投稿の前に 

投稿と固定ページの違い分かりますか？ 
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投稿と固定ページの違い 

• 投稿・・時間の流れ、時系列にそって整理さ
れる記事 

ブログ、お知らせ、新着情報 
 

• 固定ページ・・一度作ったら頻繁に更新される
ことが少ないページ 

プロフィール、会社概要、採用情報 
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ブログを書いてみよう（投稿） 
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ブログを書いてみよう（投稿） 
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記事タイトル 

記事の本文 



パーマリンクの変更 
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編集をクリック 



パーマリンクの変更 
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適当なURL 

OKをクリック 



画像を追加 
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画像を追加 
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ここに画像をドラッグアンドドロップす
るかファイルを選択で掲載したい画

像ファイルを選択する。 

今回はファイルを選択する方法でします 



画像を追加 
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画像を追加 
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画像が 
入ります 
画像が 
入ります 

画像が 
入ります 



公開しよう 
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固定ページを使ってみよう 
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固定ページを作ってみよう 
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タイトル 

本文 



公開しよう 
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投稿・固定ページの記事の更新 



投稿一覧を表示 
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変更したい記事にマウスポインタを乗せる 
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編集ボタンをクリックする 
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記事を変更し更新ボタンをクリック 
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設定を変更してみよう 
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一般 
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表示設定 
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ディスカッション設定 
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ディスカッション設定 続き 
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メディア設定 
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外観を触ってテーマをカスタマイズしよう 



テーマの変更 
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有料／無料 いろんな
テーマが選べます 



テーマを変更しよう 
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選んだテーマを選択して 

有効化ボタン
をクリック 



ヘッダー画像を入れよう 
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カスタマイズを
選択 



ヘッダー画像を入れよう 
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ヘッダーを
選択 

新規画像を追加 



ヘッダー画像を入れよう 
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メディアライブラリの中から選択 



ヘッダー画像を入れよう 
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ウィジェットをカスタマイズしよう 
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ウィジェット
を選択 



ウィジェットをカスタマイズしよう 
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カレンダーを入れてみる 



ウィジェットをカスタマイズしよう 
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カレンダーが
追加された 



ご清聴ありがとうございます 
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