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講師紹介
濱⽥⽂（はまだ あや）  
株式会社蔵守代表取締役 

● ホームページ制作・運⽤（メインはWordPress）
● ホームページのセキュリティ対策

※同業の制作会社の技術⾯でのサポートを⾏っている

● ドリームゲートアドバイザー
（起業家向けアドバイス 2018 IT部⾨ 3位受賞）

● 埼⽟県専⾨家ボランティア
（ホームページ制作サポート）
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本⽇のゴール
1. ホームページ作成準備として、
団体の活動内容のわかりやすい伝え⽅を学ぶ

2. 実際にホームページを作成する際に、
団体の活動内容が伝わりやすい配置とはなにかを学ぶ
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⽬次
【１】伝えたい内容を整理しよう
1-1 ホームページを作る⽬的は何ですか？  
1-2 ⽬的を達成するためには何を書いたら良いでしょうか？ 
1-3 ホームページに最低限必要なページとは？ 
1-4 団体の活動をわかりやすく書き出してみる 

【２】必要項⽬を書いていこう
■ホームページに必要なテキストを作成する   

【３】書き出した項⽬でホームページを作ってみよう
■今回は講師の⽅で   WordPressを使って簡単にデモ作成を⾏います

【４】ホームページ無料お悩み相談
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【１】伝えたい内容を整理しよう
1-1 ホームページを作る⽬的は何ですか？  

 💡 寄付をしてほしい 
 💡 スタッフとして参加してほしい 
 💡 イベントの参加者を増やしたい  etc.……

➤ホームページを作る⽬的は、
団体様により⾊々あるかと思います。  



【１】伝えたい内容を整理しよう
1-1 ホームページを作る⽬的は何ですか？  

総合すると、
こちらに集約されることになります。  
             

『活動に対して協⼒をしてもらうため』



【１】伝えたい内容を整理しよう
1-2 ⽬的を達成するためには何を書いたら良いでしょうか？ 

➤この『活動に対して協⼒をしてもらう』
という⽬的を達成するためには、  
ホームページに何を書いたら良いで  
しょうか？  



こちらが重要です。

■当たり前のことのように聞こえるかもしれませんが、
意外にわかりやすく掲載してある団体ホームページは  
少なかったりもします。  

【１】伝えたい内容を整理しよう
1-2 ⽬的を達成するためには何を書いたら良いでしょうか？ 

『団体の活動をわかりやすく掲載する』



【１】伝えたい内容を整理しよう
1-3 ホームページに最低限必要なページとは？ 

➤『団体の活動をわかりやすく掲載する』
ホームページを作るために、 
最低限必要なページはこちらとなります。 



  ☺その1 団体の説明 
 ☺その2 当事者に何をしているか 
 ☺その3 ⽀援者に何を協⼒してほしいか 
 ☺その4 団体の活動報告 
 ☺その5 お問い合わせフォーム 
 ☺その6 プライバシーポリシー 

 ■各ページに掲載するテキスト（説明）、
説明に必要な  写真・画像を準備することが、
ホームページ作成のためにまず⾏うこととなります。  

【１】伝えたい内容を整理しよう
1-3 ホームページに最低限必要なページとは？ 



【１】伝えたい内容を整理しよう
1-4 団体の活動をわかりやすく書き出してみる 

➤まずは、ホームページに必要なテキストを
書く前に、 こちらの項⽬ 〜 を書き出して   ① ③
整理してみましょう。  



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【項⽬ 】当事者はどんな⽅々なのか①
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■団体が対象とする当事者の⽅々は、どんな⽅々でしょうか？

 例≫・病気や事故で髪を失った⽅々
・発達障害の⽅々とその⽀援者    

【１】伝えたい内容を整理しよう
1-4 団体の活動をわかりやすく書き出してみる 

👉 ワークシート1へ



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【項⽬ 】当事者のために何をやる団体なのか②
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■項⽬ の当事者のために、どんな⽀援をする団体なのでしょうか？①

【１】伝えたい内容を整理しよう
1-4 団体の活動をわかりやすく書き出してみる 

👉 ワークシート1へ



〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【項⽬ 】⽀援者に何を求めているのか③
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■項⽬ の活動のために、⽀援者に何をしてほしいのでしょうか？②

【１】伝えたい内容を整理しよう
1-4 団体の活動をわかりやすく書き出してみる 



【２】必要項⽬を書いていこう
ホームページに必要なテキストを作成する  

➤次に、前項⽬ 〜 の書き出しをベースに、① ③
以下の各ページ⽤のテキストを簡単に作成  
してみましょう。  



【２】必要項⽬を書いていこう
ホームページに必要なテキストを作成する  

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
☺その1 団体の説明 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【項⽬ 】 当事者はどんな⽅々なのか①  
【項⽬ 】 当事者のために何をやる団体なのか②  

■先ほどの書き出しをベースに、詳細を書きます。

👉 ワークシート3へ

なぜその当事者のための団体を、そのやり⽅で⽀援
 しようと思ったのか、設⽴の動機や経緯を書きます。



【２】必要項⽬を書いていこう
ホームページに必要なテキストを作成する    

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
☺その2 当事者に何をしているか 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■「団体の説明」に書いた
【項⽬ 】（当事者のために何をやる団体なのか）の、  ②
具体的な活動内容を掲載します。 

👉ワークシート4へ



【２】必要項⽬を書いていこう
ホームページに必要なテキストを作成する    

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
☺その3 ⽀援者に何を協⼒してほしいか 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■【項⽬ 】（⽀援者に何を求めているのか）の、③
詳細を書きます。  

👉ワークシート5へ



【２】必要項⽬を書いていこう
ホームページに必要なテキストを作成する    

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
☺その4 団体の活動報告 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■事業報告・活動報告書など、必要書類を掲載する
ページです。  

イベント告知や報告など、こまめに内容が更新される
ようなことを掲載したい場合は、ブログのほうが向いていま
す。



【２】必要項⽬を書いていこう
ホームページに必要なテキストを作成する    

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

（※1 CMS）
Contents Management System＝コンテンツ マネージメント システム  
ウェブコンテンツを構成するテキストや画像などのデジタルコンテンツを統合・体系的に管理し、配信など必要な処理を⾏うシステムの総称。

項⽬は、なるべく少ない項⽬のほうがお問い合わせのハードルが低くなりま
すので、最低限の項⽬（名前、メールアドレス、質問内容等）にしましょう。 



【２】必要項⽬を書いていこう
ホームページに必要なテキストを作成する    

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
☺その6 プライバシーポリシー 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■お問い合わせフォーム等で個⼈情報を取得することに
なります。  

 

そうした情報を安全に保管し、団体の活動のお知らせ等、
限られた⽬的以外には使わないということを明記する
ページです。



ホームページの基本構成
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サイトタイトル

団体紹介 ｜ 活動内容 ｜⽀援者の⽅へ ｜活動報告     

ヘッダー（サイトタイトル、お問い合わせ先の掲載）お問い合わせ

グローバルメニュー（メインの内容へのリンク）

※スライド写真

■団体紹介 ■活動内容 ■⽀援者の⽅へ

■活動報告

2019年1⽉20⽇ イベント 開催レポート ●●
2018年12⽉1⽇ 新聞に掲載されました  ●●

フッター（全ページへのリンク ※ブログの個別記事は除く） 

ページの内容 ※左記の例は TOPページ



WordPressデモ⼿順
※ここまでに ドメインの取得・サーバの契約・ WordPressのインストール等がありますが、ここでは割愛します
※さくらサーバなど、最近のレンタルサーバには、WordPress簡単インストールツールもありますので、そういうサーバを選ぶのもおすすめです

1. テーマを選ぶ
ここでは「lighning（ライトニング）」というテーマを使います

2. 記事の設定
● 固定ページ（その1 団体の説明、その2 当事者に何をしているか、その3 ⽀援者に何を協⼒してほしいか、その5 

お問い合わせフォーム、その6 プライバシーポリシー）
● 投稿ページ（その4 団体の活動報告）

1. テーマの形を整える
メニュー（グローバルメニュー）、ウィジェット（ページ内のデザイン）を活⽤
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【３】書き出した項⽬でホームページを作ってみよう

■今回は講師の⽅でWordPressを使って簡単にデモ作成を⾏います！

〚MEMO〛



【４】ホームページ無料お悩み相談

■個別に相談をお受けいたします！
〚MEMO〛


