
ワードプレスに記事を投稿する方法 

 

 

１．ログイン 

 https://kajisabo.com/wp-login.php 

を開いたら、ID とパスワードを半角で入力してください。 

 

 

２．動画で説明 

 

こちらをご覧ください。 

https://youtu.be/v24HelHNAps 

 

 

３．投稿→新規投稿 

左上の投稿をクリックして新規投稿をクリックしてください。 

 

 

４．エディタの選択「ビジュアル」を押下 

（通常はすでに「ビジュアル」が選択されています） 

 

 ビジュアルエディタ：視覚的かつ感覚的に記事本文を執筆することができる。初心

者向け。私もほぼ全てこっちしか使いません。 

 

 テキストエディタ：HTML や CSS といったコードを使って記事本文を執筆するこ

とができる。玄人向け。ほとんど使いません。上級者になると使うこともあります。 

 

 

５．タイトル記入 

 上部に「ここにタイトルを入力」と書かれた部分に記入していきます。 

 ルールに従ってください。 

 

 

６．パーマリンクの変更 

 パーマリンクは URL のこの部分 

             ↓ 

http://kajisabo.com/パーマリンクはこの部分/ 

https://kajisabo.com/wp-login.php
https://youtu.be/v24HelHNAps


 

インターネット上の住所の一部みたいなものです。 

単なる文字の羅列よりも 

パーマリンクを見ればどんな内容のページなのかわかりやすいといいですね。 

 

何も入力をしないとタイトルがそのまま日本語で作成されています。 

これを半角英数字に直して下さい。 

 

タイトルを丸々入力する必要はありません。 

キーワードをハイフン「-」でつなぐだけでもいいです。 

 

英語じゃなくローマ字でＯＫです。 

中学生にもどんな記事か想像できる URL だとベストですね。 

 

日本語で書かれた方がわかりやすいと思うかもしれませんが、 

URL は本来英数字しか表現できません。 

コピペした時に文字化けの羅列になってしまいます。 

 

また、アクセス解析をする時にも正確なデータがでてこなくなりますので、 

面倒臭がらずに忘れずに半角英数字に変更してください。 

 

 

７．記事の執筆 

タイトルの下に WORD と同じようなメニューが並んでいます。 

その下の空白のところに WORD と同じ要領で書いていってください。 

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 字超え!! 

 

（１）見出しの設定（必須） 

 見出しの設定は見出しにしたい行をクリックし（ドラッグする必要はありませ

ん）、上部メニュー画面の「段落」と書かれた窓を押して見出しその２以下で選ん

でいきます。 

 見出しその１はタイトルのことですので選ぶ機会はありません。 

  

 数字が増えると下の階層になります。 

 



 基本的に見出し 2 と見出し 3 の使用になると思います。 

 見出し 2 と見出し 3 を設定すると自動で「目次」に表示されます。 

 

 見出し 4 以下の見た目は単なる太字で表示されるだけです。 

 （見出しとしての重要な役割は持ってます） 

 

 見出しの表示形式はサイトごとに設定できますが、このサイトではこのような

設定になっています。 

 

 人それぞれ好みがありますので、気にくわないデザインがあるかも知れません

が、ここは練習の場と割り切って使ってください。 

 

 

（２）文字の装飾 

 文字の装飾は装飾したい（強調したい）文字をドラッグして選んで、装飾して

ください。装飾方法はルールに従ってください。 

 

 

（３）リンクの貼り方 

  アンカーリンクは貼り付けたい文字をドラッグしてメニューのクリップのよう

なアイコンをクリックして設定して下さい。右クリックでも同様の設定が可能です。 

 

   ※ アンカーリンク 

文章中の文字などにリンクを貼りクリックすると飛んでいけるリンク 

ここは強調したくても色を変更しないでください。 

プレビューで確認すると水色で表示されているのがわかります。 

 

 クリックして開いた窓で・・・ 

 

① リンク先の URL を入力 

 

② リンク文字列 

ドラッグした文字列を確認 

カーソルだけ指定して窓を開いてこちらで文章中の文字を入力してもＯＫ 

 

③ タイトル 

空白のままでＯＫ 

 



④ Rel 

「なし」でＯＫ 

 

⑤ リンクターゲット 

    内部リンクの場合 

記事の途中にリンクを貼るとき・・・「新規ウィンドウ」を選ぶ 

     記事の最後にリンクを貼るとき・・・「なし」を選ぶ 

 

 

※ 内部リンクを有効に活用するため、記事を書くときは同じカテゴリーの記事

には目を通すようにしてください。読者が関連の記事を巡回していただくとサ

イトの滞在時間も上がり Google からの評価も上がるようです。 

 

   外部リンクの場合 

    全て「新規ウィンドウ」を選ぶ。 

 

 

８．画像 

 画像は自分で撮影するか、フリー素材サイトなどで jpg 画像を探してください。他

のサイトやブログの画像を無断使用しないで下さい。 

 

 画像挿入の時、「メディアライブラリ」にすでにアップロード済みの画像が並んで

います。その画像はすでに他の記事で使っておりますので安易に使うと他の記事と同

じ画像を使い回した面白くないサイトになります。 

 

さらに、他のサイトから引用した画像も入っていますので安易に使ってしまうと訴

えられます。ご自分でフリー素材サイトから記事の内容にあった画像を探してくださ

い。 

 

フリー画像はこちらで探してください。 

 

 

９．アイキャッチ画像 

右下の「アイキャッチ画像を設定」をクリックして画像を選んでください。 

  

「メディアライブラリ」にある画像を 1 枚選んで右下の「アイキャッチ画像を設定」

をクリックすると設定されます。 

 

http://kajisabo.com/wp-content/uploads/2019/05/free_image.pdf


新しい画像はあなたのパソコンのデータをアップロードすれば選ぶことが出来る

ようになります。 

 

アップロードするには画像ファイルをドラッグ&ドロップするか、「ファイルをア

ップロード」タブをクリックしてファイル選択すればアップロードできます。 

 

 次に右の「添付ファイルの詳細」で画像のサイズが確認できます。横長（左の数字

が大きい）であることを確認してください。 

 

サイズは左が 800 以上あるものを使用してください。 

 

「画像を編集」をクリックすると簡単な画像の編集ができます。 

大きなサイズの画像だとトリミングなどで横長に変更することも可能です。 

 

左の数字が 800 を超えていたら「新規サイズ」で 800 と入力してください。右

の数字は元のサイズのときの比率に合わせて自動で変更されます。 

 

入力したら、「縮尺変更」ボタンを押して右下の「戻る」を押してください。 

 

最後に右下の「アイキャッチ画像を設定」をクリックするとアイキャッチ画像が設

定されます。 

 

 

１０．見出し 2 真下の画像 

 本文の中で画像を挿入する場合は、挿入したいところにカーソルを持っていって、

メニュー上の「メディアを追加」をクリックすると挿入できます。 

 

「メディアライブラリ」にある画像を 1 枚選んで右下の「アイキャッチ画像を設定」

をクリックすると設定されます。 

 

新しい画像はあなたのパソコンのデータをアップロードすれば選ぶことが出来る

ようになります。 

 

アップロードするには画像ファイルをドラッグ&ドロップするか、「ファイルをア

ップロード」タブをクリックしてファイル選択すればアップロードできます。 

 

 次に右の「添付ファイルの詳細」で画像のサイズが確認できます。横長（左の数字

が大きい）であることを確認してください。 



 

左が最低 600 以上あるものを使用してください。 

 

「画像を編集」をクリックすると簡単な画像の編集ができます。 

大きなサイズの画像だとトリミングなどで横長に変更することも可能です。 

 

左の数字が 800 を超えていたら「新規サイズ」で 800 と入力してください。右

の数字は元のサイズのときの比率に合わせて自動で変更されます。 

 

入力したら、「縮尺変更」ボタンを押して右下の「戻る」を押してください。 

 

 画像が選択されていればそのまま右下の「添付ファイルの表示設定」を確認。 

 

 基本的に 

 配置・・・・・なし 

 リンク先・・・なし 

 サイズ・・・・フルサイズ 

 でＯＫです。 

 

最後に右下の「投稿に挿入」をクリックすると画像が挿入されます。 

 

 

注）見出し 2 真下の画像は、なるべく引用画像を使わないでください。 

 

 

11．見出し 2 直下以外の画像 

 挿入操作は見出し 2 真下の画像と同じです。 

 

 サイズは見出し 2 のときよりも小さいサイズを使っていただけます。 

 横長だけでなく縦長の画像もＯＫです。 

 

 ただし、サイズは横長の場合左が 450 以上、縦長の場合は左が 350 以上の画像

を使用してください。 

 

 サイズの変更も見出し 2 のときと同じ要領で行ってください。 

 

横長の場合 

左の数字が 450 を超えていたら「新規サイズ」で 450 と入力してください。 



 

縦長の場合 

左の数字が 350 を超えていたら「新規サイズ」で 350 と入力してください。 

 

 

12．引用 

 画像や文章を引用するときは、メニューの「“」をクリックすると枠が表示されます

ので、その枠の中に画像や文章を貼り付けてください。枠内の一番下に「出典：サイ

ト名 http://○○○（新規ウィンドウを選んで）」と表記してください。 

 

入力・挿入を行った後にドラッグで引用したところを選んで「“」をクリックしても

同じ操作内容になります。 

 

 画像や文章を引用してこの作業を忘れると、読者にあなたのものと勘違いされたり、

パクリだと訴えられることもあります。また Google からの評価も下がってしまいま

すので忘れないでください。 

 

動画 

https://youtu.be/LOFlC44-jPM 

 

 

13．カテゴリー 

カテゴリーは最初「未分類」にチェックが入っています。 

記事を書き終わったら、スプレッドシートで選んだキーワードが書かれていたシー

トの名前と同じカテゴリーにチェックマーク入れて下さい。同時に「未分類」のチェ

ックを外して下さい。 

 

万が一同じカテゴリーが見当たらない場合は、「未分類」のままでかまいません。 

 

カテゴリーのチェックマークは一つだけしか付けません。 

 

14．改行 

 段落の分け目として改行するときは「Enter」 

 一つの文で改行をするときは「Shift + Enter」 

 

 「Enter」だと行間が広くなって切れた感じになります。 

 「Shift + Enter」だと行間が狭くくっついて見えます。 

 

https://youtu.be/LOFlC44-jPM


15．ルビと傍点 

漢字は中学生でもわかるていどの漢字を使ってください。 

したがいまして PC が変換してくれるからと難しい漢字を使う必要はありません。 

 

ただ、地名や平仮名が続くと読みづらくなるなどどうしても漢字で書く必要がある

こともあります。 

そんなときは「漢字（かんじ）」のようなふり仮名を付けてあげましょう。 

また「漢字
か ん じ

」のようにルビを振ってもいいですね。 

 

ルビの振り方 

 

入力モードを「ビジュアル」から「テキスト」に変えます。 

 

<ruby>ここに漢字<rt>ここにふりがな</rt></ruby> 

 

ここに漢字のところに→漢字 

ここにふりがなのところに→ふりがな（ルビ）を入れてください。 

 

注） <ruby><rt></rt></ruby>は半角で入力します。 

 

これでオッケーです。 

 

入力後に「ビジュアル」にもどるとルビがついています。 

 

これを応用して 

傍点
．．

をつけることも可能です。文字の上の「・」ですね。 

 

「ここにふりがな」のところに「・」を文字の数だけ入れてあげれば完成です。 

 

 

16．プレビューで確認する。 

 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。 

 最後にここで確認しましょう。 

 

 

17．記事を保存する 

 「下書きとして保存」ボタンを押せば一旦保存できます。後から何度でも書き換え



可能です。 

 

「レビュー待ちとして送信」をクリックするとこれ以上編集はできなくなります。こ

ちらはクリックしなくて大丈夫です。 

 

 

１８．確認する 

最後に「プレビュー」を押して表示されたものをよく確認してください。タイトル・

アイキャッチ画像・記事の構成などをしっかり確認してください。 

 

また、記事全体を読んで「誤字脱字誤植がないか？」「日本語がおかしくなってない

か？」「言っていることがコロコロ変わってないか？」もよ～く確認してください。 

 

 

 

 

ここまでの作業が終わりましたら、チャットワークのグループチャットで「投稿完了」

の報告をしてください。報告するときは、「選んだキーワード」と「タイトル」を一緒

に書いていただきますようお願いします。 

 

 

 

これですべての作業が終わりました。 

お疲れ様でした。 


