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本日のWordpress体験

1. Webサーバ環境の紹介
2. Wordpressの概要
3. Blog記事を書く
4. コメントを書く＆コメントを非公開にする
5. 固定ページを作る
6. カテゴリを作る
7. デザインを変えてみる
8. バックアップを取る
9. （解説のみ）プラグインを使ってみる
10. 最後に



１．Webサーバ環境の紹介

[blog] http://ｘｘｘｘｘｘｘｘ/wordpressXX/
[login] http://ｘｘｘｘｘｘｘｘ/wordpressXX/wp-login.php

• 静岡理工科大学内のWebサーバ+MySQLサーバを利用し
ています。

• 本日中はご自宅からでも利用可能。明日午前中には消去
します。

個別割り当て 01～10



２．Wordpressの概要

• 無料で使えるブログ管理アプリケーション

• Webサーバ＋RDBMS環境の上で動作する

• Webサイト構築用ツールとしても活躍中

[English] http://wordpress.org/ [日本語] http://ja.wordpress.org/



Wordpressの機能概要
• 記事画面・・・誰でも，どこ
からでも読める記事を掲
示する画面

• 編集画面・・・記事を追加・
編集・削除するための画
面。必ずログイン(ユー
ザー名・パスワードの入
力)をしてから使う。

ユーザ名・
パスワード
の照合完
了後に編集
画面へ



記事画面の構成

①記事へのリンク

②記事コメントへ
のリンク

③年月日別
過去記事一覧

④カテゴリ（分類）別
過去記事一覧

⑤編集画面へのリンク
（ログイン画面に移行）



ユーザアカウントとログインの方法

• ユーザ名： user ⇐ 半角英
数字

• パスワード： password2015 ⇐
半角英数字



３．Blog記事を書く
１．ダッシュボード→「投稿」
→「新規追加」

２．新規投稿の
ための編集画面
が出る



新規投稿画面（編集画面と同じ）
• タイトル

• 本文ツールバー

• 本文

• 記事の保存

• 記事のプレビュー
（公開時の画面
チェック用）

• 記事の公開

• カテゴリ



既存記事の編集 1. 「投稿」→「投
稿一覧」

2. 編集したい記
事のタイトルを
クリック

3. 既存記事の編
集画面が出る



画像の挿入

1. 画像を編集画面の記
事のフォームにドラッ
ク＆ドロップ

2. アップロード後，「投稿
に挿入」をクリック



記事更新の練習
1. 3本目の記事を「新規追加」します。

2. 「タイトル」「本文」を作成し，本文には画像を挿入し

てみて下さい。

3. 「下書きとして保存」→「プレビュー」で問題ないことを

確認して下さい。

4. 問題なければ「公開」して下さい。

5. 記事画面から記事が追加されたことを確認して下さ

い。

6. 余裕があるようでしたら，他の素材フォルダ内の画

像を挿入してみて下さい。



４．コメントを書く＆コメントを非公開にする

• blog記事に対してアクセスした人がコメントを書き
残す機能。

• 最近はコメントスパム（自動的に書き込まれる広告
の類）が多いので使わないことも。

• コメントを公開する

かどうかの設定が

可能



管理者としてコメントに反応する

• 「承認する」

→そのまま公開

• 「返信」

→blog管理者として返
事を書く

• 「編集」

→コメントの編集（道義
的にどうか？）

• 「ゴミ箱へ移動」

→削除



５．固定ページを作る
• Blog記事 ・・・新着記事が優先され，古い記事は押
し流される

• 固定ページ・・・更新が頻繁でない情報を書く

「固定ページ」→「新規追加」で編集画面が出る



固定ページをトップページ（フロン
トページ）にする

1. 「設定」→「表示設
定」

2. 「フロントページ
の表示」の設定を
固定ページに

3. 「フロントページ」
に作成した固定
ページを設定

4. 「変更を保存」を
クリック

5. ログアウトして設
定を確認



固定ページの確認

• blog記事を追加しても流れない。

• サイトの紹介文を書いておく。



６．カテゴリを作る • blog記事の主導に
よる分類

• 「日記」「新着記
事」・・・等，ユーザ
に分かりやすい分
類を行う

• カテゴリの追加と
既存カテゴリの変
更が可能

1. 「未分類」→「新
着記事」に変更

2. 「更新」ボタンを
クリックすると未
分類の既存記事
が「新着情報」に
分類される



７．デザインを変えてみる

• 「外観」→「テーマ」で既存デザインの変更が可能

• タイトルなど，文字数によっては崩れることがあるので注意



８．バックアップを取る
• 「ツール」→

• 「インポート」

・・・他のblogサイトから
の記事の取り込み

• 「エクスポート」

・・・現在のWordpress
記事の書き出し

＝記事のバックアップ



バックアップの書き戻し＝インポート

• エクスポートし
たblog記事は
ここで書き戻
せる

• 画像等のメ
ディアファイル
は別に保存し
て書き戻す必
要がある

• Movable Type
形式の取り込
みも可能



９．プラグインを使ってみる（デモのみ）

• 様々なSNS(ソーシャルネットワーク, Twitter, Line, 
Facebook・・・)との連携

• 販売システムの組み込み等



１０．最後に
• Wordpressに習熟した暁には，自分でサイトを作って運営
していくことも可能になります。

例）http://ja.wordpress.com/ 
⇒ http://自分のサイト名.wordpress.com/

• ページデザイン以外の

更新作業はなるべく

当事者であるユーザーが

行うようにしましょう。
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