
このサイトで記事を書くときのルール 

 

０．ルール以前の話 

  

 他サイトのパクリは禁止です。 

 

 他サイトの内容、エッセンスを真似て自分の言葉で表現するのは問題ありませんし、

勧めています。 

 

 ですが、他サイトの文章や画像をそのままコピペしているのを見つけたら、

即契約解除させていただきますので、気を付けてく

ださい。 

 

 

１．はじめに 

 

記事の書き方には色んなルールがあります。サイトごとに「ですます調で統一」だ

とか、「見出しの書き方」など決まりがあります。中にはどうでもいいこともあります

が、記事によってバラバラにならずに統一できるようある程度ルールを決めさせてい

ただきます。好みがわかれる部分もありますが、今回は我慢して従ってください。 

 

※ 他の仕事をするときは、このルールは忘れていただいてそちらのルールに従っ

てください。 

 

 

２．このサイトについて 

 

このサイトは、管理者の「田中直美」さんが自身の経験をもとに、共働きで家事をす

るのに疲れてしまって、何とか楽にならないかと悩んでいる女性に対して「省ける家

事は徹底的に省いてあなたの時間を作りましょう！！」「外注（家事代行や食材の宅

配など）を積極的に使って楽をしましょう！」と語り掛けるサイトです。 

 

 



記事を書くとき、ライターのみなさんは全員このサイトの管理者である「田中直美」

さんになりきって書いていただきます。 

 

田中直美さんのプロフィールはこちら 

 

 

また、サイトの読者は日本中の老若男女問わず誰でも読んでいるわけではありません。 

記事を読んでいるのはこの女性です↓。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記事を書くときはこの松本愛さんが読んでいるつもりで書いて下さい。 

 

ここでは記事の中で松本愛さんに家事のやり方やコツを紹介していきます。が、あま

り凝ったものは書かなくてもいいです。凝ったもの・凝ったことについては「こんな

やり方もある」「こんなことをする人もいる」くらいでとどめて、「もっと簡単にでき

る」「もっと時短できる」ということに重点を置いて紹介してください。 

 

名前：松本 愛（仮名） 

 

年齢：29 歳 

 

職業：会社員 

 

家族：夫（30 歳）、子供 1 人(1 歳) 

 

性格：真面目で几帳面 

 

趣味：ジョギング・登山 

 

悩み：独身のころから家事は苦手だった。1 年の育児休業が終わり職場復帰

したが、仕事が終わり帰宅すると育児と山のようにある家事に追われて

自分の時間が全く取れずに疲れ果ててきた。大好きなジョギングでスト

レス発散することもできず、身体も少したるんできた気がする。夫は休

日は家事を手伝ってくれるが平日は帰宅時間が遅く手伝いを頼むことは

厳しそう。何かいい方法はないかな？ 
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決して、「これだけは絶対にやらないといけません」とか「もっとできるでしょ」のよ

うに追い込むようなことは書かないでください。 

 

また、記事を書くときに家事が苦手な人や時短を追求しない人は色々と他のサイトや

本や雑誌などを調べて書くことになりますが、「～だそうです」のような「今、調べま

した」感がでるような書き方は控えてください。「です」で言い切ってください。「最

近の傾向は～のようです」のように「流行が変わりつつあるもの」などを書くときな

どはかまいません。 

 

ある商品をオススメする時は、使った感想（何がよかったか、それを使うことによっ

てどんな利益があったか）を入れてください。「○○がいいらしい」といった聞いた

話・読んだ話だけで勧めるのは控えてください。 

 

 

３．このサイトの登場人物 

 

管 理 人：田中直美（社交的・活動的・少しおっちょこちょい・断捨離に目覚め

つつある） 

管理人の夫：田中健二（温厚・のんびり屋・物持ちがよく物が捨てられない） 

 

二人ともお互いのことが大好きですし、尊敬しあっています。 

亭主関白でもかかあ殿下でもありません。対等な立場でお互い持ってない部分を補

い合いながら仲良く暮らしています。 

二人はマンション住まいです。 

新聞をとっています。 

 

今後、設定が追加されることもありますのでご注意ください。 

他の方の記事もご覧になってどんな設定か見てみてください。 

 

二人のプロフィールはこちら（２と同じリンクです）。 

 

 

記事は基本的に管理人の「田中直美」さんが一人で書いています。 

 

一人称は「私」 

読者のことは「あなた」 

 

で統一してください。 
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夫の「田中健二」さんは記事を書きませんが、記事中の吹き出しで「田中直美」さ

んとの会話で登場します。 

健二の一人称は「僕」 

健二が直美のことを呼ぶときは「直美」 

 

直美の一人称は「私」 

直美が健二のことを呼ぶときは「健ちゃん」 

直美が記事の中で健二のことを話すときは「主人」 

で統一してください。 

 

直美さんは健二さんが最近お腹が出てきてメタボ気味になっているのが気になって

います。 

 

会話の中で「ボケ」や「ツッコミ」もありですが、キツイ感じのツッコミは控えてい

ただいて方言もなしで標準語を使ってください。 

 

 

４．タイトル 

 

タイトルは選んだキーワードを必ず全て使って自然な日本語で作成してください。 

 

タイトルの文字数は基本的に 32 文字以内。多くても 35 文字以内。 

 検索結果で表示されるタイトルは基本的には 32 文字です。 

 32 文字を越える時もキーワードは 32 文字以内に配置した方がいいですね。 

 

 32 字以内でも文字数が少なすぎると、情報も少なくなりすぎるのでなるべく 28

字以上を目指してください。28 字から 32 字くらいがベストです。 

 

 32 字でタイトルを入れることばかり気になって、変な日本語になると Google か

らの評価が下がりますので、自然な日本語で作成をお願いします。 

 

 

 また、タイトルは検索結果で表示されてから読者がクリックして記事を読むかどう

かがかかっている非常に大事な役割を果たしています。 

 

 選んだキーワードを読者が検索窓に入力して検索します。その読者はどんな悩みが

あるのか？何を調べたいのか？どんな情報が欲しいのか？をよーく考えてタイトル

をつけて記事を書いていただくのがとても大切です。 



５．パーマリンク 

  

 タイトルを入力するとタイトルの日本語がそのまま割り当てられます。 

 これを半角英数字に書き換えてください。 

 

 タイトルをそのまま英語やローマ字に直すと長すぎるので、この記事はどんな内容

の記事なのかがわかるように短くしてください。一番簡単なのは、記事を書くときに

選んだタイトルのキーワードをハイフン「-」で繋げるだけでもいいです。単語を繋ぐ

ときはハイフン「-」で繋いでください。アンダーバー（アンダースコア）「_」など他

の記号を使わないでください。 

 

 文字数の制限はありませんが、20 字以内程度で記事の概要がわかるようにできる

といいですね。 

 

 〔例〕https://kajisabo.com/souji-houhou/  

    など           ↑パーマリンク 

 

 

６．アイキャッチ画像 

 

 必ず設定してください。その際、記事の内容をイメージできる画像を選んでくださ

い。内容に合った内容でしたら写真じゃなくイラストでも構いませんし、。 

 

画像のサイズは横 800 ピクセル以上で横長の画像を使用してください。 

さらに横が 1200 ピクセルを超えるものは 1200 ピクセルに縮小してください。 

 

注） 画像は大→小はできますが、小→大にするとボヤけますので画像を選ぶ時は

横 800 ピクセル以上の画像を選んでください。 

 

 

７．記事本文 

 

記事の文字数は最低 2,000 字以上書くようにしてください。 

 目標は 5,000 字以上を目指してください。 

 

選んだキーワードで検索してライバルサイトの文字数を数えてみてライバルサイ

ト達より 1 字でも多く書けるとベストです。 

 



5,000 字を超えて 8,000 字や 10,000 字になっても構いません。多くなる分は

制限ありません。多くなってくると文字だらけで読みづらくなることがありますので、

適切な見出しを付けて記事を細切れに分けてください。ところどころ内容にあった画

像を挿入して読者に一息ついてもらいましょう。 

 

先にタイトル・見出し・まとめを決めてから書くとバラバラにならずに済むと思い

ます。 

文字だらけにならないよう、枠や吹き出しなどの装飾も活用してください。 

 

 

８．導入文 

 

 導入文には見出しを付けないでください。 

 いきなり書き始めてください。 

 

 導入文にもなるべくキーワードを入れてください。 

 

 導入文は読者が本文を読むかどうか判断する部分になりますので、かなり気合を入

れて書いてください。 

 

ただし、あまりダラダラと長く書くと飽きてしまいますので、300 字程度でまと

められるといいでしょう。 

 

 

 導入文のポイント 

 

 これからどんな記事が読めるのか？ 

 この記事を読むと自分の悩みや疑問が解決できるのか？ 

 この記事を読んだらどんな良いことがあるのか？ 

 

 読者が導入文を読んで最初の見出しを見たくなるような、読者の興味を引くような

表現でこれらを意識して書いていただくようお願いします。 

 

 

9．見出し 

 

 見出しを入れることによって、記事を細切れにし読みやすくなります。見出しは細

切れにされた記事のタイトルのようなものです。その見出しに合った内容の記事を書



くということを意識してください。 

 

 見出しには文字装飾（太字・下線など）をしないでください。 

 見出し※や◇や○などの記号を使わないでください。 

 見出し 2 と見出し 3 には番号を付けないで下さい。 

（見出し 4 はオッケーです） 

 見出しの上には一行空白行を入れてください。 

 見出しは順序良く選んでください。 

見出し 2 の次は見出し 3 です。見出し 2 の次に見出し 3 を飛ばして見出し 4

を使ったりしないでください。見出し 4 は単なる太字に見えるかもしれません

が、ちゃんと見出しとしての意味があります。太字を使いたい時はメニューに

ある「B」をクリックして下さい。 

 見出し 2 の下に見出し 3・見出し３の下に見出し 4 を使うとき、それぞれの

見出し 3 と見出し 4 は一つだけではありません。一つだけなら見出しは必要

なくなります。見出し 3・見出し 4 は複数になります。 

 

 

悪い見出し（見出し 4 があるのに上に見出し 3 がない） 

 見出し 2 

         －見出し 4 

         －見出し 4 

   －見出し 3 

         －見出し 4 

         －見出し 4 

 

 

悪い見出し（見出し 3 や見出し 4 が一つしかない） 

 見出し 2 

   －見出し 3 

         －見出し 4 

   －見出し 3 

         －見出し 4 

 見出し 2 

   －見出し 3 

 見出し 2 

   －見出し 3 

 

 



正しい見出し 

 見出し 2 

     －見出し 3 

         －見出し 4 

         －見出し 4 

   －見出し 3 

         －見出し 4 

         －見出し 4 

  見出し 2 

     －見出し 3 

     －見出し 3 

     －見出し 3 

 

 

見出しの使い方がおかしいと Google からの評価が悪くなり、検索したときに上位

に表示されなくなる可能性があります。 

 

 

最後の見出し２は「まとめ」でお願いします。 

 

 

10．改行 

 

 基本的に 2 行か 3 行で改行してください。 

 必ずしも「。」のたびに改行する必要はありません。 

 「。」のたびに改行すると PC では大丈夫でもスマホで見にくくなることがありま

す。文の内容が変わるのかどうか考えて続けたり、改行したり使い分けてください。 

 

 

11．画像 

 

 画像はフリー素材サイトで探してください。 

 他のサイトの画像をコピーしたりリンクしたりして使用しないでください。 

 

Google で検索して表示されるものもそのまま使わないでください。 

訴えられます・・・。 



 フリー素材サイトはこちらから。 

 

 

12．引用 

 

 他のサイトの画像や文章を使う場合は引用タブを使ってその中に挿入してくだ

さい。また、引用元を必ず表記してリンクを貼ってください。ただし・・・ 

 

ライバルサイトの画像や文章は使わない 

ライバルサイトのリンクを貼るとライバルサイトに行ったまま帰ってきてもら

えなくなる可能性がありますので、ライバルサイトの画像を絶対に使用しないでく

ださい。 

 

引用元の表現は「引用」「引用元」「出典」などいろいろありますが、このサイトで

は「引用」で統一させていただきます。 

 

“       画像 

引用：家事をサボって楽に生きよう！https://kajisabo.com 

  ” 

このような感じでお願いします。 

 

また、引用したものは画像であれ文章であれ、そのまま使用してください。 

絶対に加工してはいけません。 

 

 

13．リンク 

 

 文中にアンカーリンクを貼るとサイトでは水色で表示されます。この色は変えな

いでください。リンクなのか強調なのかわからなくなります。 

 

 外部リンクを貼るとき、リンクターゲットは「新規ウィンドウ」を選んでくださ

い。 

 外部リンクを同じタブで開くとこのサイトに帰ってきてもらえなくなります。あ

なたもネットサーフィンしている時に元のサイトに戻れなくなった経験がありま

http://piroshi164.com/wp-content/uploads/2019/03/free_image.pdf
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せんか？そうならないためにも守っていただきますようお願いします。 

 

 

内部リンクは、記事の途中にリンクを貼るときは「新規ウィンドウ」を選んでくだ

さい。記事の最後にリンクを貼るときはこの限りではありません。 

 

 

14．文字装飾 

 こちらも好みがありますが、私はあまりごちゃごちゃしたくないので、申し訳な

いのですが統一させていただきます。 

 

文字を装飾して強調するときは 

太字（上部の「Quicktags」から【太字】を選ぶ） 

赤字（上部の「Quicktags」から【太字】赤を選ぶ） 

下線（上部の「Quicktags」から【下線】赤を選ぶ 

黄色の背景色（上部の「Quicktags」から【マーカー】黄色を選ぶ） 

ピンクの背景色（上部の「Quicktags」から【マーカー】ピンクを選ぶ） 

を使い分けてください。複合で使っていただいても構いません。 

 

これ以外は使わないようにしてください。 

使いすぎてうるさくなってもいけません。 

 

色の好みなどあるかと思いますが、 

ご協力お願いします。 

 

 

ご自分のサイトでは色んな装飾を試してデザインしてみてください。 

 

 

15．記号など 

 「！」や「？」は使っても大丈夫です。ただし「！！！！！！！！」や「？？？？？？」

といった使い方はやめてください。全角半角どちらでも構いません。半角でそのま

ま文章が続く場合は半角スペースを入れてください（タイトルではスペース不要で

す）。 

 

♪などの記号は使わないでください。 

 

(+_+)のような顔文字は使わないでください。 



 

「ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」や「草」のようなネットスラングは使わないでください。 

 

 

16．漢字 

 基本的に中一でも理解できる文章を心掛けてください。下手に難しい漢字は使わな

いでください。地名や固有名詞など絶対漢字でないといけないものや、ひらがなだら

けで読みにくくなるや、説明に必要な場合は、難しい漢字を使っても構いませんが、

その場合は、必ずふりがなを振ってください。 

 

※ 漢字に限らず難しい表現や言いまわしもなるべく避けてください。 

 

 

17．まとめ 

 記事の締めくくりの見出しは必ず「まとめ」にしてください。 

「最後に」や他の言葉を見出しにしないでください。 

 

まとめは基本的にまずは箇条書きで 

1 つめの見出し 2 の概要 

2 つ目の見出し 2 の概要 

3 つ目の見出し 2 の概要 

・・・ 

とそれぞれの見出しの概要を簡潔に書きます。 

 

次に感想を書く。 

最後に読者へ一言。 

 

で締めくくってください。 

 

 

読者の中には最後の「まとめ」から読む人もいます。「まとめ」だけ読んで記事全体の

ざっくりとした概要がわかるとベストです。 

 

 

18．誤字脱字 

 右上の「プレビュー」を押すと実際にどうやって表示されるか確認が出来ます。 

 記事が完成したら一息入れて、最後にここで確認しましょう。 

 



 一度休憩して時間をおいてから、できれば 2～3 回音読してください。そうすると

書いているときには気付かなかった間違いに気付けるようになります。 

以上、簡単なルールを説明させていただきました。 

わからないことがありましたら、ご質問お待ちしてます。 

 

 

19．レシピ 

 レシピを書くときは文字だけだと美味しそうだとかのイメージができず読者にと

って役に立つとは言えなくなります。レシピを書くときはご自身で作ったものや無料

画像やインスタグラムなど SNS の投稿を埋め込むなどの方法で、必ず料理が完成し

て盛り付けられた画像を挿入してください。 

 

 

随時変更しますので、変更の連絡がありましたらご確認願います。 


