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記事投稿の仕方 by のすけ 

最初の設定が終わったら早速記事を書いていこう 

 

まずは最初に必要なページを作りつつ、ワードプレスの使い方に慣れてみましょう。 

 

書いてある通り作業してもらえれば、 

   ・自己紹介ページ 

   ・お問い合わせページ 

   ・プライバシーポリシー表記のページ 

を作りつつ、記事投稿のしかたがわかると思います。 

 

これだけ出来ればとりあえずブログ運営は出来ますんで、 

PC さっぱりな人には慣れないことだと思いますが、 

しっかりついてきてくださいね。 

 

これが終わればあとは記事を書いていくだけで OK になります＾＾ 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

2 種類の記事投稿について 

 

 ワードプレス（以後 WP）の管理画⾯を⾒ると分かると思いますが、 

 記事投稿には 2 種類あります。 

           「投稿」と「固定ページ」です。 

 

 

 

 

 

「投稿」が通常の記事投稿で、記事一覧とか最新記事に反映されるヤツです。 

書いて公開すれば勝手にブログ上に反映されます。 

 

 「固定ページ」ってのは、なんつーか個別のアナウンスとかで、 

    ・お問い合わせページ 

    ・リンク集 

    ・プロフィール   などなど 

 更新記事一覧には表示しないやつです。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

まずは通常記事から書いてみましょう 

 

まずは「はじめまして」的な記事を書いてみましょう。 

 

■通常記事投稿 

 とりあえず「投稿」をクリックしてみましょう。 

 記事一覧が表示されます。その中にテスト記事が入ってるので消しちまいましょう。 

 「Hello world!」なるふざけたタイトルのやつです w 

 

 マウスポインタ合わせるとメニューが表⽰されますので、ゴミ箱⾏きです。 

 

 では書いていきましょう。「投稿」→「新規追加」です。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

これが記事作成画面。まずはタイトル入れましょう。 

あとで変更できるんで仮タイトルでも OK ですよ。 

 

 

パーマリンク編集 

タイトル入れると、パーマリンクというものが表示されます。 

これこの記事の URL のことです。 

   

ここは英字で内容にマッチするのに変えましょう。「編集」ボタンで変更できます。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

 

ここが日本語だと、ブラウザやツイッターなどによっては、 

わけわからん⽂字列になります。 

 

     http://download-link.info/はじめまして、のすけです！/ 

                 が 

http://download-link.info/%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%81%BE

%E3%81%97%E3%81%A6%E3%80%81%E3%81%AE%E3%81%99%E3%81%91

%E3%81%A7%E3%81%99%EF%BC%81/ 

             こう変換されてしまう＞＜ 

 

コレめっちゃ怪しいのでクリックされにくくなります。 

なので英語にするのが無難なんです。 

で記事内容が推測できるものだと、安心してクリックされやすいってわけです。 

 

細かいとこですが、今のうちから習慣づけときましょう。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

記事本文作成 

まずは練習だと思って内容は気にせず、書いてみましょう！ 

いきなりネタも無いでしょうから、とりあえず⾃⼰紹介で良いと思いますよ。 

 

書けたら、カテゴリーとタグを設定しましょう。 

 

 

 とりあえず、SEOてのは気にせず、読み⼿に親切な感じで設定してあげましょう。 

 究極的にはそれが最大の SEO 対策でもあります。 

 

 タグについては、よく分からなければ使わなくてもあまり問題無いです。 

 僕は、カテゴリは違うんだけど関連性あるんだよな〜ってな時とかに使ってます。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

アイキャッチ画像の設定 

そこまでやったら、次はアイキャッチ画像の設定です。 

記事一覧の時に表示される画像のことです。 

これがあるだけで⾒栄えもいいし、クリックされやすくもなります。 

アイキャッチは必ず設定する習慣づけしましょう。 

 

テンプレートにもよりますが、どこかに項目があるはずです。 

オススメテンプレ 2 種なら最初からあるはず。 

  

※他のテンプレで項目なければ「WP アイキャッチ プラグイン」で検索。 

 

画像はそのへんのを勝手に使うと著作権違反なので、必ず著作権フリー素材を使用！ 

 

「無料素材」と検索すれば配布サイトが⾊々出てきます＾＾ 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

記事中に画像を貼るなら 

ちなみに、記事中に画像を貼りたい場合は、 

挿入したいとこにカーソル置いて、「メディアを追加」ボタンから同様の操作で出来ます。 

 

 

記事公開 

とりあえずここまでやったら完成で OK です。さくっと公開しちゃいましょう。 

画面右上に「公開」ボタンがありますので押せば公開完了です。 

 

公開日時は手動で変えることも出来るので、 

アドセンス審査用の記事を 

まとめて書くのであれば、 

不⾃然でないように、 

ココから変更しましょう。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

公開したら、「投稿を表示」でブログを確認してみましょう。 

 ※右クリックで別タブで開くと良いです。 

 

 

こんな感じで、記事公開されて、サイドバーの項目にも自動で反映されていると思います。 

 

通常の記事作成はこんな感じです。 

普段のブログ記事投稿はこんな流れです。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

固定ページの作成 

 

では次は固定ページという投稿方法の説明がてら、 

  ・お問い合わせページ 

  ・プライバシーポリシーのページ 

を作っていきます。 

 

この辺は最初に作ってしまえば、以後はあまり固定ページを使うことは無いです。 

 

■お問い合わせページの作成 

とりあえず最低限必要な、「お問い合わせ」ページを作ってみましょう。 

これで、プラグインの「Contact Form 7」の使い方と、 

メニューの作り方も同時に覚えられます。 

 

まずは「固定ページ」から⼀覧に⾏ってください。 

ここにもサンプルページが入ってるので削除です。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

そして同じく「新規追加」です。 

 

⾒て分かるように固定ページは項目が少ないです。 

カテゴリーとタグはありません。 

更新⼀覧にも表⽰されないものなので、アイキャッチは無くても OK です。 

 

先ほどと同様に、タイトルとパーマリンクを⼊⼒しましょう。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

で、本文にメールフォームを設置しますので、 

別タブで「お問い合わせ」→「コンタクトフォーム」を開きます。 

 

 

基本のメールフォームは既に用意されてるので、これを使ってみましょう。 

 ※送信先アドレスは自動で、WP登録アドレスになってます。 

  編集から変更可能です。 

 

ショートコードをコピーしてください。これを固定ページ本文に貼り付けます。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

これでフォーム設置完了です。プレビューを⾒てみましょう。 

 

 

                  ←こんな感じで設置できてると思います。 

                   で、これだけだと味気ないので、 

                   フォームの前に何か書いておくのが 

                   オススメです。 

 

                   気軽に連絡下さいとか、 

                   相互リンクの申し出はこちらから、 

                   とかそんな感じの書いときましょう。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

こんな感じですかね。 

 

実際にブログを確認してみると、こんな感じです。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

で、これサイドバーなどを⾒ても、どこにもリンクが無いですよね。 

トップページを⾒ても記事⼀覧には載りません。 

 

こんな感じで、固定ページは公開しただけでは読み⼿は⾏き着けません。 

 

そんなわけで、⼿動でメニューと紐付けるのですが、 

その説明の前に、もう一個固定ページを作成しておきましょう。 

 

■プライバシーポリシーのページを作成 

プライバシーポリシーとは簡単に言うと、自分のブログにおいての個人情報の取り扱いを

記載しておくもので、Googleアドセンスを利⽤する際にも 

明記するように規約で定めれられてます。 

 

正直、僕はそこまで細かくブログ作ってませんが、 

アドセンス審査の時に必須になるんで作っておきましょう。 

 

文章は雛形が色々公開されてるんでコピペで OK です。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

このサイトの雛形を使わせてもらいましょう。 

→http://www.template-sozai.com/s_privacy_policy 

 

全文コピペで、固定ページ作ってみてください。 

手直しするのはサイト URL と google アドセンスの文言あたりです。 

 ※アドセンスの部分は審査通す前であれば文言消しときましょう。 

 

 

で、このまま公開でもいいっちゃいいんですが、 

せっかくなので説明も兼ねて、ひと手間加えておきましょう。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

コピーコンテンツ対策 

この文章、他のサイトからコピペしてきてるので、 

向こうとしては OK でも、google からしたらコピーコンテンツとみなされる可能性もあり

ます。（プライバシーポリシーなんで実際のとこ平気だと思いますが） 

 

そんなわけで、ページの下に⾏って、 

※プラグイン「All In One SEO Pack」が入ってる前提です。 

 

 

 

「No Index」と「No Follow」にチェックを入れときましょう。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

細かい説明は端折りますが、これやっとけばこのページは検索エンジンにインデックスさ

れないし、クローラーも⾒に来ないという設定です。 

で、せっかくなので説明がてら、さらにもうひと工夫。 

 

⾒出しタグも使ってみる 

別にこのプライバシーポリシーで使う必要は必ずしもないんですが、 

せっかくなので⾒出しタグの使い⽅を覚えちゃいましょう。 

 

⾒出しになってる部分を網掛けして下記画像の様に「⾒出し２」を選択してみましょう。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

これで公開してみましょう。 

⾒出しの部分が装飾されて、それっぽくなってると思います。 

 

 

で、これ⽂字装飾の為のものでは無く、あくまでこれが「⾒出し」だよと、 

検索エンジンのロボットに伝えるもので、「⾒出しタグ」とか「h タグ」と呼ばれます。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

テキストモード（元のプログラム⽂みたいなもの）で⾒てみると、 

<h2>~~~~</h2> で囲まれていますね。 

 

この囲まれた部分が⾒出しですよ、とクローラーに伝える役割です。 

 

なので、ここに書かれてるものは、本文の内容に密接に関係があると判断してもらえます。 

だから、ここに狙いたいキーワードを含めておくと、 

何について書いている記事なのかをクローラーに伝わりやすくなり SEO 上有効です。 

 

※クローラーってのは WEB 上を自動巡回してサイト情報を集めてる 

 ロボットというかプログラム的なやつ。 

 

で、⾒出しには順番があって、 

基本的には記事タイトルが自動的に h1 タグになっています。 

なので記事中では h2以降を使うのが普通です。⼤体使っても h4か 5までです。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

 

で、目次の様なものなので、順番が飛ばないように注意です。 

h2が⼤⾒出し、h3が中⾒出し、h4が⼩⾒出し、と⾔った感じです。 

 

良い例） 

<h2> ~~~ </h2> 

   <h3> ~~~ </h3> 

       <h4> ~~~ </h4> 

       <h4> ~~~ </h4> 

   <h3> ~~~ </h3> 

       <h4> ~~~ </h4> 

<h2> ~~~ </h2> 

   <h3> ~~~ </h3> 

   <h3> ~~~ </h3> 

<h2> ~~~ </h2> 

<h2> ~~~ </h2> 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

ダメな例 1） 

<h2> ~~~ </h2> 

      <h4> ~~~ </h4>   ・・・飛んじゃダメ 

 

ダメな例 2） 

  <h3> ~~~ </h3>     ・・・いきなり h3 はダメ。h2 から使う。 

    <h4> ~~~ </h4> 

 

こんな感じです。 

何かを解説するような記事であれば特に、読み⼿にとっても親切で読みやすくなるし、 

SEO的にも良いので積極的に使っていくのが良いです。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

■固定ページのリンク紐付け 

2 つの固定ページを作りましたが、先にも言った通り、コレだけではまだ 

訪問者はこの記事にたどり着けません。 

なので手動でその道筋（リンク）を作ってやる必要があります。 

 

サイドバーに表示 

まずは、作った固定ページをサイドバーに紐付ける方法を解説しますね。 

やり方は色々ありますが、 

「外観」→「ヴィジェット」からサイドバーの設定をしてみます。 

 

左の「固定ページ」という項目を、右にあるサイドバーメニューの中にドラッグします。 

 ※WP テーマによって表⽰は異なります。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

で、メニューのタイトルを入れて「保存」でブログに反映されます。 

 

 

こんな感じでサイドメニューに追加されてるはずです。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

 

ちなみに今の設定だと、この先固定ページが増える度に、全てここに表示されます。 

表示しなくていいものもじきに出てくるかと思いますんで、 

そんなときは、除外ページを指定してやれば OK です。 

 

↓ここにページ IDを⼊⼒ 

 

 

ここで言う「ページ ID」というのは、記事投稿画面の URLを⾒れば分かります。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

例えばこの記事であれば、ページ IDは「12」ということです。 

 

post= の部分の数字で、先ほどの画像のように「12」を除外に指定すれば 

下記のようにメニューから除外されます。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

グローバルメニューに固定ページを紐付ける 

グローバルメニューというのは、ブログの上部に表示されるメニューです。 

 

何故にこんな大げさな名前なのかは謎ですが w 

これがあると、読み⼿にも親切だし、⾒栄えもグッと良くなるので、 

ついでに今覚えちゃいましょう。 

「外観」→「メニュー」にて⾏います。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

左の候補から選んで「メニューに追加」で編集していきます。 

それぞれの表⽰名も変更できるし、任意の URL を割り当てることもできます。 

 

例えば、「トップページへ」というのを作るならこんな感じです。 

 

 

でグローバルを選べば、ブログ上部のメニュー 

フッターは下部のメニューです。 

 

「メニューを保存」で無事にグローバルメニューの設置が出来ているはずです。 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

これがあるだけで、なんかそれっぽいよね。 

 

 

以降のやること 

 

WP の使い方はこの辺だけ出来ればあとはブログの運営ってできちゃいます＾＾ 

きっとややこしくてチンプンカンプンだったんじゃないかなと思いますが、 

あとは記事投稿だけ出来れば広告を貼って収益化して⾏けます＾＾ 

 

書くべき記事は最初のレポートに書いたように、 

今まさに話題になってる事柄から 

「世間は何が気になってるだろうか？」 

コレを意識して 

「なんて検索窓に打ち込むだろうか？」 

を考えて 
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記事投稿の仕方 by のすけ 

「そのワードを使ってタイトルを作る」 

そして、 

「そのタイトルに沿う内容のことを書く」 

という感じで、世間が気になってそうなことを先回りして、 

調べて置いておいてあげる、と言う感じです＾＾ 

 

些細な事でも、⼤量の⼈が⾒に来るので、 

結果としてものすごい収益になったりするのがトレンドブログの面白いとこです＾＾ 

 

■まだアドセンス広告のアカウントを持っていない場合 

アドセンスを使うには google の審査に通過する必要があります。 

まずは 10〜15記事書いたら 

https://www.google.com/adsense 

 ↑ここから審査を申し込みましょう。 

 

もし落ちちゃっても何度でもトライできますので気軽に出しちゃって良いです。 

 

審査通過後の広告の貼り方などは、google からもアナウンスが来ますので、 

それに沿って広告運用をしていきましょう。 

 


