
 

自分で更新して作るホームページにチャレンジ 

 

《ホームページ作成初心者が、テンプレートを購入して作成するまでの日記です。》 

 ブログゥに記載しているものから、参考になるものを記載しています。 

私と同じように、初めての方に参考にしていただければ幸いです。日記は初期のものから

抜粋しています。みんなが経験する作業項目については、★印をつけています。急ぐかた

は、★印分をご覧ください。 

 

 

【11/1 自分のお店のホームページを持ちたい】 

 

はじめまして。ニックネーム 山道歩です。 

 休日に山登りで遊んでいます。たくさん山道歩きます。 

 

 自分で商品を作って、ネットで全国に販売したいと考えました。 

 個人事業の登録をして、ホームページを作成して、 

 みんなにお披露目しなくてはなりません。 

 

 でもホームページはどこで作ってもらったらいいのか？ 

 有名な会社のホームページを、ネットで眺めて、 

 レイアウトや販売方法を考えてみる。 

 少しのアイテムの販売なら、 

 そんなに立派なホームページはいらないなぁ。 

 

 Ａ４で５枚くらいのページがあればいいけど、 

 費用は同じくらい高いのだろうか？ 

 小さいホームページ用の安いものはないかなぁ。 

  

 パソコンは２０１０年７月に買ったＴＯＳＨＩＢＡの 

 dynabook がある。ウインドウズ７だ。 

 フレッツ光でインターネットもできる。メールもできる。 

 

 デジカメで写真をよく撮るので、画像は自分で用意して 

 業者に渡したら安くなるだろうか。 



 

 そもそもＨＰ業者はどこにあるのだろう。 

 商工会議所会員の一覧でＨＰサイト一覧をもらいました。 

 （当初はネットの検索エンジンで探そうという考えは 

  ありませんでした。タウンページなど考えていました） 

 とにかくもらったサイトを調べてみよう。 

  

 ＊ホームページを自分で更新して作れたらいいなぁ。 

   エクセルで作って、保存ボタンみたいな操作で公開できないかなぁ。 

   金額も安くすませたいなぁ。 

 

【11/3 ＨＰ業者を探そう】 

 

 ＨＰ業者のサイト一覧をもらったので、 

 どのような会社か見てみよう。 

 ひとつずつサイトを開いて確認。 

 広島の業者だけもらっているけど、 

 できれば近い西区か中区がいいなぁ。 

 

 約１５社チェック完了。 

 本事業とは別に、ホームページ作成事業 

 しているところが多かったなぁ。 

 専門でないなら、費用が高かったり、 

 うまくできなかったりするのだろうか。 

 

 ＨＰ作成業者なのに、ＨＰがわかりにくいのはパスだ。 

 意外と、作成しますだけで、価格などの 

 詳細を書いてないところが多い。これではわからない。 

 

 金額も高いとこと手ごろなところがある。 

 無料で作るとこは大丈夫なのかなぁ。 

 

 ホームページ作成は５万円くらいが良さそうだ。 

 ５ページまで作ってくれそうだ。 

 

 でも月々の管理費用が３０００円とか４０００円とか 



 あるぞ。１万円越しているとこもある。 

 毎月の支払はめんどうだ。 

 年間まとめて１万円くらいのとこないかなぁ。 

 とりあえず、２社ほど絞り込んで、お問い合わせしようと思う。 

 でもすぐにはしませんでした。 

 問い合わせの時に こんなＨＰを作ってほしいと 

 イメージを伝えなければいけないと考えたからです。 

  

 またどのくらいのものを作るかによって、 

 見積もり金額も計算するのではないだろうか。 

 同時進行で、ＨＰイメージをエクセルで作成始めました。 

  （商品を考えながらしているので、けっこう時間がかかりました。） 

 

 このころ、検索エンジンを使って 

 業者を探したり、内容を調べることを始めました。 

 広島で探したけど よその地域の業者もたくさんでています。 

 

 遠いとこは打ち合わせできるのだろうか。 

 電話で相談しますと書いてあるけど。。。 

 

 いろんな業者のＨＰ見ていたら、いろんな構成パターンや、 

 メニューがあって面白い。参考になりました。 

 お問い合わせメールは必要だろうな。 

 

 カートは別売になっているのかぁ。 

 ドメインは好きな名前がつけられるの？  

 レンタルサーバで費用がかかっているのかなどなど。 

 

 ホームページ作ってもらって、自分で更新できるように 

 教えてくれるとこはどこだろう。 

 とにかく更新できなくてはめんどうだし、イメージがかわりそうだ。 

 

 早く作りたいけどあせりは禁物。 

 もっとよく調べてみよう。近くでなくてもいろんな業者がありそうだ。 

 

 こんな時に【動画で覚える無料ホームページ制作講座】 



 のことを知りました。 

 

 ホームページの制作について動画がついています。 

 まだ買い物もしていないのにサイトを無料で見ることができます。 

 

 とりあえず、自分にもできるか考えるのに見てみよう、、 

 と思って順番に見ていきました。 

 

 ＊ホームページ作りたい。けど安く作りたい。 

   でも安すぎたり無料なのはあやしい。 

   月費用はかけたくない。初期費用かかっても月費用はなくしたい。 

   かかっても１０００円くらいまでにしたい。 

   いろんなパターンの業者があるので悩むなぁ。 

 

【11/7 無料講座のサイトを眺める】 

 

まだホームページ作成業者を探しています。 

 やはり近場の広島がよさそう。 

 

 でもお問い合わせするのは 「待った」 をかけている。 

 どうもしっくりこない。早くネットで商売したいのに。 

 

【動画で覚える無料ホームページ制作講座】を眺める時間が増えた。 

 まだ用語などよくわからないが、動画で説明を聞いて学ぶ。 

 タグはややこしそうだ。 

 

しかしテンプレートを使用した作成例を見ると、 

 シンプルで見やすい。これならいいかも。。 

 

 写真画像は自分で取り込むそうだ。 

 ビデオ映像まで取り込めるのは幅が広い。 

 

お問い合わせフォームや、特定商取引法に 

 基づく表記も簡単につけられるようだ。 

 ページも自分で何枚でも追加できる。 

 ドメインやレンタルサーバーの管理もできるようになるそうだ。 



 

 エクセルで自店のＨＰイメージを作り上げた。 

 こんなＨＰを作るのに、どのくらいの費用でできるのか、 

 また月の管理費を１０００円以下におさえられないか。 

 画像が入って重たいけど、印刷したらＡ４で８枚くらいになる。 

 

 早くＨＰを完成させるために、最初はプロに任せて、 

 次から自分で更新するのがいいと考えてます。 

 

 メールで、問い合わせた結果、イメージのものはできるとのこと。 

 しかし、費用とかの提示はなくて、テンプレートがあれば、 

 自分で簡単に作れるとのこと。 

 

 テンプレートの費用は１万円ちょっと。 

 動画マニュアルつけても約２万円。 

 

 ここでまた悩みます。ちょうど忙しい時でしたが、 

 更新のことも考えると自分で作ろうかという気持ちが強くなる。 

 この時はサイドビジネスとしては考えず、 

 自分用のホームページで悩んでいました。 

 

 サンプル用テンプレートをもらう時に、資料メールをいただく登録もしました。 

 このあとは、メールも見てどうするか決着をつけたいと思います。 

 メールは１日に１回きて、ホームページについてのビジネスの 

ことなど書いてありました。 

 

  ＊自分のお店のホームページを作成するために、作り方がわかるかがポイントです。 

   私が理解できなければいけません。他の人のホームページを作ることなど 

考えてもいません。 

   時間もないので、早く技術的なことを知りたいといった気持ちでいっぱいです。 

 

 

【11/15★ 無料講座サイトを見て申し込む】 

 

 休日や夜などに、無料動画を見て、 

 ホームページ作成の様子を見ています。 



 けっこう専門用語がでてきます。 

 

 初心者にも簡単にできるということだけど、本当だろうか。 

 ひとりで机に向かうと だらだらしてしまう。 

 動画に集中していません。 

 

 それでも気になるとこは繰り返して見ます。 

 ホームページ作成と、ドメイン取得と、 

 レンタルサーバーをしなくてはならないのかぁ。 

 

 サンプルのテンプレートはダウンロードできたけど、 

 使い方がわかりません。 

 あせって先に進まずに、ステップ１から順番にやった方がよさそうだ。 

 メモをとりながら考えることにしました。 

 

 テンプレートの種類はどんなのがあるのか、 

 レターメールでわかりました。 

 

 左サイドバー用と右サイドバー用、 

 トップページと１～５ページ、色違いで何種類かあります。 

 テンプレートを使用した作成例も、きれいにできています。 

 

 やはりだらだらして先に進みません。 

 誰か近くにいたり、相談相手がいたらいい 

 のだろうけど、ひとりでパソコンとにらめっこ。 

 

 たまに、今まで見てよさそうだった、 

 ホームページ制作会社のサイトを眺めます。 

 

 実際に購入して、テキストを見ながら 

 作った方が良いのではないか。 

 本当はある程度理解してから申し込めばよいのだけど、 

 

 絶対作るぞ！、という強い気持ちで、 

 テンプレートを購入することにしました。 

 



 動画作成マニュアルとセットだとお得、とありました。 

 自分でビデオ撮影できるので、将来写した動画を 

 見てもらおうかと思ってセットにしました。 

 動画は後回しだけど、ホームページは早く作成して、 

 ネット上に公開したいと思います。 

 

  ＊ホームページ作れるようになって、サンプルテンプレートを見たら、 

    なんであの時 試してみなかったのかなぁと、反省しています。 

    サンプルテンプレートで、けっこう基本を覚えることができます。 

 

 

【11/16★ダウンロードしたデータをつつく】 

 

 インフォトップの購入者登録しました。 

 クレジットカードで決裁したので、 

 すぐに購入完了のメールがきました。 

 そこからサイトに入って、データをダウンロードしました。 

 

 このデータはファイルでなく、 

 緑の箱に入っているので変わっています。 

 （あとで圧縮ファイルとわかりました） 

 

 中からデータをデスクトップに移そうとしたら、 

 箱の中にも残っています。 

 テンプレート取り出して使っても、元のデータが残っているので、 

 なくさずに、また同じものが使えるんですね。 

 

 ３０回もダウンロード必要ないので、２回してみました。 

 いきなりテンプレート触ってクリックしていたので、 

 接続されていないホームページがでてきたり、 

 ワードモードになったりしていました。 

  

 データ壊れたら廃棄するつもりで、つついていましたが、 

 こんなことしていても何にもなりません。 

 よく見たら、［最初にご覧下さい］の「pdf」が入っていました。 

 



 電話、カメラなどなんでも見ずに 

 扱っていましたが、あわててはいけませんね。 

 

 最初の案内で、サイト内のホームページ制作動画 

 （購入者用）を見られるようになりました。 

 

 なんか今まで見ていた無料動画にも似ていますが、 

 ふたつを合わせて見ることで、 

 今何をすればよいかわかるようになりました。 

 

 また動画と合わせて学習していくことになります。 

 まだまだよくわからない初心者です。 

 ペース遅いけど、まずはひとりでチャレンジしてみようと思います。 

 

 

【11/17★何のホームページ作ろうかな】 

 

 仕事のホームページをいきなり作るのは、 

 公開した時のリスクも大きいかなぁ。 

 何か楽しくて簡単に作れる 趣味のホームページを作ろう。 

 

 山登りのサイトがいいけど、 

 話題が大きいので時間かかりそうだ。 

 写真は 1０万枚以上ある。 

 

 そうだ。花のきれいな写真がたくさんある。 

 でもそれでも大きなページになりそうだ。 

 

 チョウチョを撮影するのが好きだ。 

 きれいな花と一緒に撮影している。 

 さっそく写真探し。気にいったのを３０枚くらい選んだ。 

 

 早く作るために、トップページの他は３ページにしよう。 

 とにかく、チョウチョの写真を公開しよう。これで２ページ使おう。 

 ３ページ目は、日本１００名山の写真でも入れておこう。 

 



 ＯＣＮのブログで１００名山の記事を書いている。 

 それとリンクもさせたいなぁ。まわりを飾る宣伝 

 リンクもいれたいなぁ。アフリエイトというのかぁ。 

 最終的に動画まで入れられるようにしたいなぁ。 

 

 ということで、チョウチョの写真のホームページ 

 を作ることに決定。でも時間みつけて、 

 山のホームページの準備も内緒で進めていました。 

 

 

【11/18★タイトルを決めて作業開始】 

  

 チョウチョの写真のホームページを作ろう。 

 タイトルは、【チョウチョの写真】！ そのままではないか。  

  ・・・後日、チョウチョの写真と日本の自然 に変更 

 

 チョウの写真や蝶の写真とも迷った。 

 が悩んでいたら時間がもったいない。変更できるだろう。 

 

 テンプレートは赤色の左サイドバーを選んだ。 

 ｉｎｄｅｘと、ページ１，２，３と、サイドバーを使う。 

 ページ４，５は廃棄だ。 （でも元データは残っているので安心） 

 

 さっそくＨＴＭＬファイルを編集モードにするための右クリック。 

 あれっ？編集の文字がないぞ。ウインドウズ７使っているのに。 

 プログラムで開くとワードモードになる。 

 

 いきなり悩むなぁ。 

 秀丸エディタやＴｅｒａＰａｄが便利とかいっていたなぁ。 

 ということで、インストールの動画をまた見直す。 

 

 秀丸はうまくインストールできない。 

 これは期間過ぎたら有料といっていたのでやめよう。 

 

 ＴｅｒａＰａｄはうまくインストールできた。 

 これは無料なのでありがたい。 



 使い方は？ なーんだ。ＨＴＭＬを上に重ねたらいいんだ。 

 

 そんなやりとりをして、ＨＴＭＬを編集モードにすることができました。 

 英語のタグがたくさん並んでいて、とてもややこしそうに見える。 

 頑張って覚えなくては。。。 

 

 

【11/19★各ページにテーマを入れよう】 

  

 タイトルとキーワード、フッタが終了。 

 次はページ１，２，３の小タイトル、 

 すなわちテーマをきめて入力しよう。 

 もうイメージは考えている。 

 

 ページ１はチョウチョの写真①    

    ・・・まだ写真は少ないが、大きくしてみやすくしよう！  

 ページ２はチョウチョの写真②    

    ・・・①の続きだが、しばらくは両方半々にしよう。 

 ページ３は日本１００名山の写真  

     ・・・１００枚並べたら壮観だろうなぁ。 

 

 写真はすべて自前のものだ。 

 チョウチョの写真は３０枚選んである。 

 山の写真を選んでおかなくてはならない。 （すべてあるかなぁ） 

 

 ｉｎｄｅｘに入力したので、ページ１、ページ２、 

             ページ３にもコピーして入れる。 

 サイドバーにもページのタイトルを入れていく。 

 

 保存して、左クリックしたら、ホームページに 

 接続されたようなプレビューがでてきたぞ。 

 

 プレビューで見ると、ページ４枚分（トップ含む）は、 

                  コンテンツバーが広いなぁ。 

 クリックすると各ページとつながっている。 

 こうやって確認しながらつくればいいんだな。 



 

 早く画像を入れて見栄えよくしたいけど、 

                  あせらないあせらない。 

 次は、タイトル背景の画像の変更だ。 

 細長い枠の画像はどうなっているのかな？ 

 

 

【11/20★タイトルを編集してＳＥＯ対策だ】 

  

 ＴｅｒａＰａｄのおかげで、ＨＴＭＬが編集可能になりました。 

  ｉｎｄｅｘを開く。 下までスクロールしてみると、 

 ところどころ日本の文字があります。 

 そこに文章をいれるんだなと、なんとなくわかります。 

 

 動画をステップ１から見直す。 

 まずはタイトルの記載。・・・「チョウチョの写真」と入力。 

 ワードやエクセル経験者なら、 

 簡単に入力できる。私は日本語入力です。 

 

 検索エンジンにかかる、”キーワード”を考えなくては。。。 

 チョウチョ、バタフライ、蝶、さなぎ、青虫、卵 意外と難しい。 

 Ｇｏｏｇｌｅで キーワードの検索数を調べてみます。 

 関連キーワードもあるので便利です。 

 

 ＳＥＯ対策として、タイトルやサイト内の文書にも、 

 同じ文言を入れた方が良いとのこと。 

 とりあえず５つ選んで入れる。 

 また良い言葉があれば、あとで訂正すればいいです。 

 今は悩まない悩まない。 

 

 タイトルやキーワードをコピーして、 

 他のページやサイドバーも同じものに変更しました。 

 貼り付けは楽です。 

 閉じるときは、しっかりと保存しておかなくてはなりません。 

 

 下のフッタも、ホームページのタイトルを入れてコピーしました。 



 フッタのタイトルをクリックするとトップページに戻るそうです。 

 サイドバーは感じが違うけど、あとでまとめてチェックしようと思います。 

 

 次は各ページの小タイトル、、すなわちテーマです。 

 でもテンプレート２のファイルを開けているので、中にある画像を 

 クリックしてちょっと遊んでみました。今は使わないけど。。。 

 

 

【11/21★タイトル画像を見直そう】 

 

 テンプレートの中に、細長い画像が入っています。 

 title-3 とかついて、いくつか入っています。 

 テンプレートの種類によって、 

 最初どれかが設定されているようです。 

 

 無料動画講座で、変更の仕方を学びます。 

 ＨＴＭＬの編集モードで、別の画像の名前と入れ替えるだけです。 

 簡単でした。ただ同じファイルに入れておかないといけない。 

 

 画像の種類が少ないなぁ。 

 購入者用サイトで画像パーツ集をみたらたくさんありました。 

 タイトルの文字と画像の色を合わすのが、 

 けっこう手間がかかります。 

 

 あれっ。画像が一部しか写っていないものがあるぞ。 

 全部入るのではないのか！ 中途半端はいやだ。かえちゃおう。 

 とりあえず変更方法はわかりました。  

 いつか自分の写真を背景にしたいなぁ。 

  

 後日質問してわかりましたが、大きさを変えるタグの 

 パーツを使用するか、 ＪＴｒｉｍで編集すればよいそうです。 

 (後で画像の大きさの変更や制御を覚えました) 

 自分の写真でもできそうです。 

 

 今は試さずに、ホームページ公開を急ぎます。 

 



 

【11/22★トップページのレイアウト】 

 

 ｉｎｄｅｘのＨＴＭＬを編集モードにすると、 

 ４つの枠と記事を書く欄があります。 

 この欄は消して少なくしたり、 

 増やして多くすることができるんだぁ。 

 タグのコピーや削除はもう覚えています。 

 

 さて何を書こうかな？ 

 最初のあいさつ（紹介）が必要だろうな。 

 ページ１、ページ２、ページ３の紹介をしなくてはいけないなぁ。 

 

 トップだから、最新の話題として、最近撮影した 

 最新のチョウチョの写真を載せたい。 

 

 上にお気に入りのチョウチョの写真を大きく掲載。 

 インパクトあるなぁ。何のホームページか書いておこう。 

 自己紹介はいいだろう。いつかどこかにプロフィールでも書こう。 

 

 ちょうど冬場だから最新のチョウチョの写真がない。 

 サナギならあるけど。。。しばらく作成中にしておこう。 

   ・・・後日、夏に撮影した動画を入れました。 

 ここに載せて、ある期間が経てば、ページ１か２に移そう。 

 

 次の枠は、華やかにするために、花の写真でもいれよう。 

 でもまだパーツのはめ方がわからないので、あとで作ろう。 

 しばらくここも作成中。どうせまだつながっていないのだから。。。 

 

 アフリエイトのリンクも貼りたいな。 

 何か商品のバナーがあれば楽しいし、 

 自分の利用するものをつけたい。この枠も後回しだ。 

 

 フッタは最初からくっついています。 

 自分でタイトル名を入れています。 

 タイトルを押すと、トップメニューの上に戻るようです。 



 

 枠の設定が終わったので文章を入れたい。 

 でも他のページができた方がイメージがわくでしょう。 

 チョウチョの写真を公開する、ページ１、ページ２を先に作ります。 

 

 

【11/23★ページ 1 を作ろう】 

 

 やっと写真を使ったページを考えることができるぞ。 

 ページ１をＴｅｒａＰａｄで編集モードにする。 

 トップページと違って、コンテンツ枠が１つしかない。 

 

 とりあえず枠をコピーして増やしておく。 

 １つの枠に１枚の写真にするべきか？ 

 続けて並べた方が、見る人が便利だなぁ。 

 

 同じ種類のチョウチョが続かないようにしよう。 

 きれいな花のものを上にもってこよう。 

 画像データに順番に、ｃ０１、ｃ０２とつけていきます。 

 

 写真データは２０枚用意しました。 

 動画を見て、貼り付けの勉強です。 

 エクセルみたいにただ貼り付けなら楽なのだけど。 

 

 上の枠は説明用にして、次の枠に 

 チョウチョの大きな写真を並べよう。 

 その下の枠は次のページにとぶリンクにしよう。 

 フッタのあとはアフリエイトバナーでもつけよう。 

 

 ページ２は１をコピーして同じ形にしよう。 

 まずは準備が終わったので、貼り付けは次の日に、、、 

 

 

【11/24★画像を貼り付けよう】 

 

 私の画像は１００～３００ＫＢの容量の軽いものです。 



 たくさん貼れると思っています。 

 でも掲載したら小さいかなぁ。 

 

 動画で勉強していましたが、 

        いざ画像添付パーツで貼りつけます。 

 ページ１は８枚くらい貼るので、コピーして準備します。 

 データの名前もｃ０１から c08 まで入れていきます。 

 

 プレビューしてみると、画像がでてこない。 

 白い四角に×がしてある。<img src="○○○.jpg" alt="" border="0">  

 困った。困った。何故なんだ。 なんとか 1 枚だけでていました。 

 

 画像データを変えたり、開き直したりしてみました。 

 購入者用サイトもいろいろ探した。 

 この時本当はヒントがあったのに気付きませんでした。 

 写っていた画像は、拡張子が[．ｊｐｇ]に 

 なっていた。他は[．ＪＰＧ]と大文字です。 

 

 プロパティでデータ開いて、変更しようと試みます。 

 でもすぐに大文字に戻りました。 

 直せないのかと思って、質問してみると、 

 

 変更した拡張子が元に戻ることはないとのこと。 

 何回も試しているうちに、変更して時間が経てば、 

 またはスクロールして隠したら変わることがわかりました。 

 

 大文字ではできなかったので、変更した小文字で試します。 

 今度は期待がもてます。 

 さあ、どうなるでしょうか。 

 

 プレビューしてみると、 

 画像がでた。あれっ、、 画像がでかすぎて 

 サイドバーにもかぶっています。 

 困った。困った。何故なんだ。 自動でサイズを合わさないのかぁ！ 

 

 画像は <ｉｍｇ src="○○○.jpg" alt="" border="0"> のタグ。 



 ｂｏｒｄｅｒの数値を 1，２，３と入れると、画像周囲の線が太くなっていく。 

 幅の制限はどうするのでしょうか？ 

 

 テンプレートの枠を決めるのに、タグに width="700"とか入っている。 

 これが幅のようです。これを入れてみたら、 

 画像の大きさが変わりました。 

 めでたしめでたし。いろいろやってみるもんだなぁ。 

 

 ホームページ制作講座を見ていたら、タグの使い方の中にありました。 

 width=""は幅、height=""は高さ、  主に幅の設定できまるようです。 

 少しタグがわかってうれしいです。 

 

 次は文章を入れてみよう。 

 その前に拡張子についての見直しです。 

 

 

【11/25★拡張子を表示させよう】 

 

 画像の取り込みで拡張子の違いに苦労しました。 

 [．ＪＰＧ] と [．ｊｐｇ]  

 このくらい判断してもらえないのかなぁ。 

 

 でも講座で、拡張子を表示して 

 おいた方がいいと言っていたなぁ。 

 

 さっそくその講座の動画を再確認。 

 [スタート] → [設定] → [コントロールパネル] 

             → [フォルダオプション] を開いて  

 [表示] タブで拡張子を表示させるように設定  

 

 やった。ファイルにもすべて拡張子がついた。 

 画像データには、[．ＪＰＧ]と[．ｊｐｇ]がある。 

 私のは、ほとんど[．ＪＰＧ]でめんどうだな。 

 

 エクセルも、[ｘｌｓ]や[ｘｌｓｘ]がついている。 

 動画は[ｍｔｓ]か。ワードは[docｓ]だ。 



 

 ふーん。。。いろいろあるなぁ。 

 というよりめんどうだなぁ。 

 取り込めなかったらどうしようと悩みます。 

 

 ファイル名変更がちょっとめんどうですが、 

 [．ＪＰＧ]を変更できるようになりました。 

 

 

【11/26★文章入力 改行方法】 

 

 画像が貼付できたので、文章を入れよう。 

 テンプレートなので、どこに文章を入れるか 

 わかりやすくなっている。 さっそく文字を入力。 

 

 プレビューでは、きれいな文字がでてきます。 

 短い内はいいけど、長くなるとどうなるのかなぁ。 

 枠があると自動で折り返しになります。 

 

 でも読みやすい位置で改行したいなぁ。 

 そこで、＜ｂｒ＞タグ。これはよく使います。 

 区切りに入れたらそこで改行しました。 

 

 頭につけたり、しっぽにつけて変化を眺める。 

 見栄え良くレイアウトするために必要なタグだ。 

 これは便利なので、私は「こ」で変換できるようにツール登録。  

      ・・・日本語入力しています。 

 

 現在はまだタグの知識がすくないので、行をたくさんつくるのに 

 ２００くらい＜ｂｒ＞を入力したりしていました。 

 あとで、ほとんど消しましたが、、、 

 

 

【11/28★文章に変化をつけよう】 

 

 ＨＴＭＬで文章を入力しています。 



 いつも同じ大きさで、太さで、同じ形で、同じ黒色。。。 

 大きくしたり、太くしたり、斜体にしたり、 

 色を変えたりしたいなぁ。 

 とにかく、ホームページ制作動画で勉強。 

 大きさは  <ｄｉｖ style="font-size:14px;">で数値を変えるのか。 

 色は   <ｆｏｎｔ color="blue">で指定するようだ。英語名わかるかな？ 

 

 太さ  <ｓt rong> 

 斜体は  <ｅm> 

 下線は  <ｕ>  打ち消しは <ｓ> 

 

 いろいろ試してみます。おもしろいです。 

 どの位置に入れたらよいかも、だんだんつかめてきます。 

 よく使いそうなので、自分でわかるように、 

 エクセルに記入して保存しておきます。 

 

 複数の組み合わせもあるなぁ。赤色で大きくするなど、、、 

 自分用のパーツとして組み立てます。 

 講習を受けて理解できるようになりました。 

 

 ページ１の文章入力は形が整いました。 

 あまり多くいれていません。 

 大きくしたり、色変えたりできました。 

 斜体や打ち消しはまだ使っていません。 

 

 購入者用サイトからパーツ見本を眺めます。 

 いろとりどりの表があって面白いです。 

 先に、パーツを試してみようと思います。 

 

 

【11/30★サンプルパーツを試そう】 

 

 何も入力していないテンプレートを用意しました。 

 コンテンツに、パーツのタグを入れていきます。 

 たとえば 

  <table width="250" style="border:3px  



double #0066FF" bgcolor="#e6ffff" cellspacing="2" 

 align="center"><tr><td align="center"> 

二重線！青色の枠 

 </td></tr></table>とかを作って、、、 

 

 けっこうおもしろいです。 

 色もきれいです。 

 文字も入れてみます。 

 

 写真画像など大きさが合わないのは自分用に直します。 

 一度覚えたら、色を変えるのは楽になりました。 

 色記号の一覧も役に立ちます。 

 

 画像使用の表や、矢印を使うものは、 

 データをいっしょにします。 

 サイドバー用の小さな枠もあります。 

 画像の横並べなどは、パーツを自作してみました。 

  

 よく使うものはエクセルに落として、コピーしやすくしました。 

 これで表の取り込みもできるようになりました。 

 サイドバーでよく使うことになります。 

  

 

【12/1★ページ 1 にページ 2 のリンク】 

 

 ページ１の下に、ページ２へのリンクをつけたいです。 

 青色文字をクリックしてリンクする方法と 

 <a href="http://cyoucyo.info/"><font color="blue"> 

チョウチョの写真</font></a> ・・・こんな文字リンク 

 写真をクリックしてリンクする方法があります。 

 

 きれいな写真をクリックしてもらうのがよいので写真をつけました。 

   チョウチョの写真画像 

 

 写真画像がでかくなったので、自分で小さく設定変更。 

 さぁ。うまくリンクするか。 



 できたぁ！成功だぁ！ 

 

 これで、他のサイトやブログもリンクできるようになりました。 

 写真をクリックするのは面白いですね。 

 でもクリックと書いてあげなくては、他の人はわからないでしょうね。 

 ・・・このブログのリンクもちょっと苦労。でもできました。 

 

 

【12/3★ページ 2 を作ろう】 

 

 とりあえずページ１が完成。 

 ページ２を作ろう。編集モードにしましたが、 

 もちろんコンテンツバーの記載はそのままです。 

 

 ページ１で保存したパーツを、そのままそっくり 

 コピーして貼り付けようと思いましたが、、、 

 

 でも、よく考えたら、ページ２を廃棄して、コピーして作った 

 ページ１(コピー)の名前を ページ２に変えたらいいんだぁ。 

 さっそく実行しました。。。 

 

 写真は c09 から c16 までに変更。確認しなくてももう大丈夫。 

 ページ２からページ３にリンクする画像も変更します。 

 ページ３は山の写真なので、剱岳の写真にしました。 

 

 すぐにできました。似たようなページだと早いなぁ。 

 タイトルの背景画像もかえようかなぁ。 

 あとは、チョウチョの写真が撮れたら追加していこっと。。 

 

 保存も忘れずに実施しましょう。 

 また今後変更して元に戻したい時のファイルとして、 

 コピーを保存しておきましょう。日にちを入れてＯＫ。 

 次はページ３だ。 

 

 

 



【12/6 枠の中に画像と文字を並べよう】 

 

 ページ３も、コンテンツバータイトル記入したまま。 

 ここは１００名山の写真と情報記載だ。 

 夏の暑い時はチョウチョは山の上に飛んできます。 

 自然を伝えるものにしたいです。 

 

 さっそく、コンテンツ枠を増やしていきます。 

 テーブル（table)で囲ってあるので、もうわかっています。 

 １つ目の枠には、自分のブログの紹介とリンクを入れました。 

 

 ２つ目の枠に、１００個の山写真を入れます。 

 まず一つ作って確かめよう。 

 画像表示枠付パーツをコピーして貼り付けます。 

 

 画像は半分くらいの大きさに設定。 

 次は右側に文字を入れよう。 

 レイアウトを考える。山名は大きく色違いにしよう。 

 

 日本１００名山に１から１００まで番号つけています。 

 その下に赤色で大きくした山名が記載できました。 

 標高がわかるように入れます。 

 

 その他の情報として、所在県名、登山口など記載しよう。 

 ひとつの形ができたので、パーツとして９９個コピーしよう。 

 プレビューしたらすべて同じ利尻岳の写真だぁ。 

 

 画像ファイル名を変更していく。001 から 100 まで。 

 いくつか、画像がでてきません。 

 なぜか？変更間違いや、まだ[．ＪＰＧ]のままのがありました。 

 

 １００の山が並ぶと壮観です。 

 いってみたくなります。 

 でも標高が高すぎると 寒くてチョウチョがいません。 

 

 あまりに長いスクロールになるので、 



 一番下にページ３のトップに戻るリンクを貼りました。 

  (この時はまだ他のホームページリンクを使用していました) 

 このあと何回か写真を入れ替えました。 

 どの写真が良いか迷っていたので、、 

 

   ＊まだチョウチョのネタだけでは記事が少ないので、 

   自然のものを入れています。 

   トップページがまだです。イメージはかたまってきています。 

   サイドバーも考えなくてはなりません。 

 

 

【12/8 トップページの表に画像を入れよう】 

 

 １，２，３ページと作成している間に、 

 トップページの表に入れる写真を選んでおきました。 

 日本の四季を感じるものがいいです。 

 

 春の花、夏の花、秋の紅葉、秋のきのこ、冬の樹氷 

 山で出会った動物や、見事な滝、 

 美しい葉っぱなども考えました。 

 ８枠にそれぞれ入れて自然を感じようと、、、 

 

 枠のパーツタグをコピーして、画像ファイルと 

 リンクさせます。 プレビューを開きます。 

 見事にきれいに掲載できています。さすが！！ 

 

 しかしよく見ると、サイドバーにいくらか割り込んでいます。 

 (枠はみだしはけっこう悩みます。 "padding:20px"に注意) 

 これはまたあとで考えないといけないでしょう。 

 同じ色が続かないように見栄え良くして完了。 

 

 もうひとつ大きな枠をつけておこうと試します。 

 大きすぎたのか、自分が設定した枠パーツを使うと 

 スクロールバーがつきました。なんで？？ 

 

 でもスクロールして写真見るのもおもしろいです。 



 チョウチョを視点を変えて観察したり探している感じがいいです。 

 結果オーライでこのまま採用！！！自分のパーツとして保存。 

 

 トップページもきれいで見栄え良くなりました。 

 まだ最近のチョウチョの写真枠やアフリエイト練習枠が空白です。 

 あっ！ そういえばお問い合わせパーツがあったなぁ。次につくりましょう。 

 

 

【12/9★お問い合わせを作ろう】 

 

 お問い合わせは、何かご意見を 

    いただいたりするのに欲しいものです。 

 うまく作って、私のメールに届くことを確認したいものです。 

 テンプレートに「お問い合わせ」ファイルがありました。 

 

 さっそくＴｅｒａＰａｄで、編集モードにします。 

 ３つのタイプがあるようですが、どうしてよいかわかりません。 

 php データも３つあります。 

 

 けっこう悩みました。 

 なぜか左クリックしたら、プレビューが開きました。 

 こんなところに３つの、タグパーツが隠れていました。 

 

 サイトではなく、このような形で取り込むのもおもしろいです。 

 相手の電話番号までいらないので、タイプ１にします。 

 タグパーツをコピーして、トップページの 

 ｉｎｄｅｘファイルに貼りつけました。 

 

 同時に form.php を同じファイルに移しました。 

 プレビュー。。。どきどき、やったーお問い合わせ欄がでてきた。 

 とりあえず、取り込むことができたので安心しました。 

 

 お問い合わせは、メール送信に変更しました。 

 何か変えてみたくて。 

 まだネットで公開していないので、送信することができません。 

 



 また後日試すことにして、ｉｎｄｅｘデータを保存しました。 

 次はサイドバーです。 

 少しサイドバーに記事がかかることも含めて見直します。 

 

 お問い合わせは、何かご意見を 

    いただいたりするのに欲しいものです。 

 うまく作って、私のメールに届くことを確認したいものです。 

 テンプレートに「お問い合わせ」ファイルがありました。 

 

 さっそくＴｅｒａＰａｄで、編集モードにします。 

 ３つのタイプがあるようですが、どうしてよいかわかりません。 

 php データも３つあります。 

 

 けっこう悩みました。 

 なぜか左クリックしたら、プレビューが開きました。 

 こんなところに３つの、タグパーツが隠れていました。 

 

 サイトではなく、このような形で取り込むのもおもしろいです。 

 相手の電話番号までいらないので、タイプ１にします。 

 タグパーツをコピーして、トップページの 

 ｉｎｄｅｘファイルに貼りつけました。 

 

 同時に form.php を同じファイルに移しました。 

 プレビュー。。。どきどき、やったーお問い合わせ欄がでてきた。 

 とりあえず、取り込むことができたので安心しました。 

 

 お問い合わせは、メール送信に変更しました。 

 何か変えてみたくて。 

 まだネットで公開していないので、送信することができません。 

 

 また後日試すことにして、ｉｎｄｅｘデータを保存しました。 

 次はサイドバーです。 

 少しサイドバーに記事がかかることも含めて見直します。 

 

 

 



【12/10★サイドバーを編集しよう】 

 

サイドバーは、ページ４，５のタグをはずして保存したままです。 

 「お気に入りに追加する」ボタンの確認をします。 

 その他の何か記入する欄がついているので 

 確認しなくてはいけません。 

 

 ＴｅｒａＰａｄで編集モードにします。 

 項目を変えたり、文章を入れたりします。 

 その他をお知らせにしました。 

 サイドバー用の表パーツを入れて試します。 

 

 明るい色の表がいいなぁ。 

 スクロール付の更新履歴も入れてみたい。 

 別のホームページにリンクさせたい。 

 できれば枠付の写真クリックで。。。 

 

 表は二重線のものを選びました。 

 うまく入りましたが、幅が広いので寸法を合わせました。 

 

 スクロール付も入りました。ホームページ公開と入れました。 

 こちらも横幅を合わせました。 

 

 枠をつけたので、写真リンクに苦労しました。 

 でもうまくつながりました。自分を褒めてあげます。 

 

 さあ次は、サイドバー内にかぶっている記事。 

 写真が大きいのが原因なのか、、試してみる、、うーん。。。 

 表がでかすぎるのか、、試してみる、、うーん。。。 

 

 一度削除して試してみると、かぶらずにきれいに掲載される。 

 やはり写真や表が原因のようだ。 

 さてどうしようか！！ 

 

 <ｉframe height="600" width="100%"・・・のタグがある。 

 横幅は上と同じ１００％の寸法にするということだろう。 



 ｗｉｄｔｈを１７０とか１８０とか順に入れて、寸法指定にしてみる。 

 

 だんだん幅があってきて、１９０でなんとかなった。 

 すべてのページを同じように指定したことで問題解決。 

  

またいつか違う解決法も探してみたい。 

 サイドバーの形が整ったので、そろそろ公開してみたいです。 

 まだ作成中と入れていますが。。。 

 

 

【12/12 ドメインについて調べよう】 

 

 以前、ホームページは内容とドメインと 

 レンタルサーバーが必要と学びました。   

 やっとドメインをとって公開するところにきました。 

 

 ドメインは http://のあとの記号や名前だというのはわかります。 

 勝手につけてもいいのだろうか。 

 ドメインの販売業者があるそうだ。 

 

 けっこういろんな業者がある。 

 ホームページでみたらどこもお手頃そうだ。 

 末尾に、（．ｊｐ）とか（．ｃｏｍ）とか（．ｉｎｆｏ）などがついている 

 

 （．ｏｒｇ）（．ｃｃ）（．ｉｎ）（．ｔｖ） など見たことがないなぁ 

 わからないのは不安だからやめたいなぁ 

 でも（．ｊｐ）や（．ｃｏｍ）よりも安いのが魅力です。 

 

 同じドメインがもう誰かに使われていたら、 

 それは現在使えないそうです。 

 急がないとなくなるのでは？ と心配です。 

 

 さっそく使用中かしらべましょう。 

 無料で使えるかチェックできるのが楽しいです。 

 年間金額もいくらかでてきます。 

 いろんなドメインを試しましたが、悩むのでもう少し考えます。 



 

 ということで、どれが使われているか試して遊んだので 

 申し込みは次にします。 

 アピール度の高いドメインは何だろう。 

  

 

【12/13★ドメインをとろう】 

 

 ドメインのことがわかってきたので、いよいよ購入しよう。 

 私だけのドメイン。。独自ドメインというそうです。 

 チョウチョのホームページにあうのはなんだろう。 

 

 cyou など短いのは使用済みだなぁ 

 いっそアバター名で、yamamichi としておこう。 

 よく目にする（．ｃｏｍ）を選ぼう。 

 

 私が購入したのは、お薦めされた ＭＵＵＭＵＵドメイン！ 

 まず１個買って様子をみよう。 

 メールアドレスを入れて、申し込みをします。 

 

 １年間５００円。１年ごとに更新するようです。 

 １年ごとだと、何かあった時に解約もきらくだなぁ。 

 使わなくなった時に、ほったらかしたら解約できそうです。 

 

 でもまた支払い処理するのが面倒。２年まとめるかなぁ。 

 ２年だと２０００円。なんで。。。  期間限定の割安ドメイン 

 を申し込んでいたようだ。あぶなかったです。 

 

 支払いをクレジットカードにしたのですぐに使えるとメールがきました。 

 メール内容はなくさないように保存しておきます。 

 安心して、レンタルサーバーの案内を見ていました。 

 

 ＭＵＵＭＵＵドメインの案内に、ロリポップとセットなら 

 お得とありました。 やっぱりお得がいいなぁ。 

 明日申し込みしよう。  、、と寝ました。 

 



   

【12/14★レンタルサーバーを借りよう】 

 

 サーバーを個人で持つのは高いようです。 

 またそんなに容量使わないと思います。 

 レンタルサーバーも月１０５円からあるので便利そうです。 

 さっそく、小人(こびと)がめだつホームページを眺めます。 

 ３タイプのコースがあります。 

 よくわからないので、初心者用のコロリボプランを真剣に考えました。 

 

 月１０５円なら１年間１２６０円。 

 容量は２ＧＢまで。 

 マルチドメイン２０  メール２００とはなんだろう？ 

 

 ブログサービスあり。はどこにでもついているなぁ。 

 よし。金額が手ごろなのでこれに決めました。 

 無料お試し期間が１０日ついています。 

 

 お得にするためにＭＵＵＭＵＵのサイトから申し込みました。 

 レンタルサーバーも１年更新です。ドメインの時期とずれるなぁ。 

 メールアドレス入れて申し込み。お知らせメール内容は保存！ 

 

 あれっ？値段が２８３５円もしている？なんで、、、 

 初期費用というのが発生しています。ちょっと高くなったなぁ。 

 レンタルサーバーは長く使う方がお得ですね。 

 ちなみにレンタルサーバーを借りる時はドメインが必要でした。 

  

 すぐに送られてきた、メール案内を確認しました。重要です。 

 アカウント、ＦＴＰ、パスワードなど重要なことが記載されています。  

 独自ドメインで私のホームページアドレスが載っています。 

 いよいよだなと楽しみです。 

 

 支払いは５日目くらいにクレジットカードで払いました。 

 どうせホームページが必要なのだからと思いまして。。 

 支払いしたら、１年と５日の有効期間が表示されました。 

 



 さてホームページのＨＴＭＬをアップしたいのですが、 

 どうしましょう。 

 ＦＦＦＴＰを使うとよいそうですが、、 まだないです。 

 

  

 

【12/15★ＦＦＦＴＰをダウンロード】 

 

まだＦＦＦＴＰがありません。 

 レンタルサーバーにデータを移したいです。 

 ホームページ制作講座を確認します。 

 

 また［窓の杜］にお世話になります。 

 何回も無料で、ソフトをいただいてもいいのでしょうか？ 

 パソコンに取り込みました。 

 

 ソフトを専用ファイルに入れました。 

 デスクトップにショートカットアイコンがあります。 

 この上にデータをのせるのかなぁ。 

 

 とにかくホームページ制作講座の続きを見ます。 

 クリックして開けて、新規ホストの基本を登録しなくてはいけません。 

 講座の手順を見て、保存していたロリポップのデータを入力。 

 

 最初何回か、間違って入力しましたが、 

 なんとか接続できるようになりました。 

 接続してから、ホームページデータを移すようです。 

 

 いよいよ全国に公開する時が近づきました。 

 もう少し、ホームページのレイアウトに問題がないか見ておきました。 

 うまくできたらいいなぁ。 

 

 

 

 

 



【12/16★レンタルサーバーにアップ】 

 

 いよいよＦＦＦＴＰを使って、レンタルサーバにアップしよう。 

 パソコンでのプレビューのように、きれいにできて 

 いるでしょうか？  ドキドキです。 

 

 ＦＦＦＴＰをクリックして、チョウチョの写真サーバーに接続。 

 今は案内文だけで、空っぽの状態。案内文は廃棄。 

 ファイル内をすべて選択して移動します。 

  

早いスピードで通信を初めました。 

 ダウンロードより遅いのは写真がたくさんあるからでしょう。 

 ＨＴＭＬも、写真ファイルも、テンプレートの画像も、 

 みんな移りました。 

 

 移っても、パソコンにデータが残っているので安心です。 

 ＦＦＦＴＰに保存されたデータはＤＥＬキーで削除できました。 

 これでホームページが見られる筈です。 

  

レンタルサーバに送信してから、３０分、６０分くらいは反映に時間 

 がかかるそうです。アドレス入れてもでてきませんでした。 

 まだ検索エンジンに登録はしていません。 

 

 ここにアップして６０分のものが用意してあります。 

 アクセスしてみましょう。 

 なんと画面が変わりました。！やったー！ 

 

 でも写真がたくさん「×」になって表示されていません。 

 ページはうまく写ります。 

 画像をどうしましょう。こんなのまだ見られたくないです。 

 

 画像に関しては、写っていたものと写っていないものを比較。 

 拡張子が（．ｊｐｇ）と（．ＪＰＧ）の違い。大文字ではダメなようです。 

 プレビューでは表示されたのに、、さっそく変更。けっこう手間。 

 

 直した画像データをＦＦＦＴＰで送信。 



 すぐには反映されなかったです。 

 翌日の確認にします。 

 

 

【12/17 ホームページを眺めて考える】 

 

 朝起きて一番にチョウチョのホームページを確認。 

 データが反映されて すべての画像が写っていました。 

 よかったです。これで少しは見れるものになりました。 

 

 今日は作業する時間があまりないので、 

 ホームページを眺めて、これからどうするかを考えます。 

 まだまだこの先もすることがいっぱいです。 

 

 ホームページの内容を増やす。 

 キーワードをチェックしてＳＥＯ対策をする。 

 検索エンジンに登録する。 

 

 ホームページ訪問者分析ができるようにしたい。 

 アフリエイトをしてみたい。自分で使うものもあるはず。 

 ブログや他のホームページともリンクさせたい。 

 

 まだまだ覚えることやすることがたくさんあります。 

 頑張りましょう！ 

 

 その前に、お問い合わせ機能のメール送受信を 

 確認しなければなぁ。 

 

 

【12/18 キーワードチェックしよう】 

 

 サーバーに情報を入れたので、 

 ロリポップの会員ログインから訪問して 

 出来栄えを見ています。 

 グーグルやヤフーで 検索できるように登録をしたいです。 

 



 その前にもう１回キーワードチェックをしようと思います。 

 キーワード変えたら、変更がめんどそうなので、今のうちに。。。 

 特に問題はないけど、少し追加しました。 

 グーグルのキーワードツールでも再チェック。 

 

 ＨＴＭＬの各ページも同じように変更。 

 チョウチョだけでは１ページ目にでないかも、、、 

 蝶はもっと多いようだ。 

 

 単語を増やして、タイトルを少し長くしよう。 

 これで検索エンジン登録をしようと思います。 

 

 ちなみに、これがチョウチョの写真のホームページ 

  http://cyoucyo.info 

 見直していきますので、今よりよくなっているかも。。 

  (このサイトは引越ししたので後日修正しました) 

 

 明日は検索エンジン登録だ！ 

 

 

【12/19★検索エンジンに登録しよう】 

 

 検索エンジンに登録します。 

 講座で習った、一発太郎とＭＳＮの 

 ふたつに登録しようと思います。 

 

 一発太郎は、グーグルやヤフーなど 

 まとめて登録できるので便利です。 

 

 いつの間にかヤフーが入っています。 

 でも見直しもしているようです。 

 まずは一発太郎のホームページを開きます。 

 

 登録したいサイトを記入して、アドレスを確認してもらいました。 

 登録者の情報を入れていきます。 

 文字がたくさんあるので、ちょっと見にくいかも、、、 



 次に一括登録をします。ネットアイランドにも登録。 

 無事登録完了の案内がでました。 

 変更や削除もできるようです。 

 

 一発太郎の登録時の認証番号をわすれないように記録。 

 キーワード検索チェックをするロボもあります。 

 ホームページのキーワードと、エンジンにヒットする 

 強弱をチェックしてくれます。 

 

 次にＭＳＮに登録。Bing にサイトを登録です。 

 cyoucyo のアドレスを入れて、確認してもらいます。 

 情報を記入して登録申請完了です。 

 

 どちらも反映までいくらか時間かかるようです。 

 早く検索してみたいです。 

 検索エンジンに反映されるのは１－２週間後と聞きましたが 

 割と早く完了しそうです。 

 

 うまく上位にランクされたらいいなぁ。 

 後日改めて、チェックします。 

 登録は無事完了しました。 

 

 

【12/20 ブログのリンクをしてみよう】 

 

 ホームページがサーバーにあるので、 

 みんなに見てもらえます。 

 でもまだ見直したいので、大っぴらにアピールしません。 

 山登りのブログを作っていたので、 

 それと相互リンクさせたいです。 

 

 ブラウザからブログのアドレスをコピーして、 

 文字リンクを試しました。 

 青色の文字に下線がついてうまくリンクします。 

 

 続いて画像をクリックするリンク。 



 これは最初に画像が大きくなりすぎて、小さく変更しました。 

 クリックもうまくいきました。 

 

 ＦＦＦＴＰでサーバに転送して反映させます。 

 ホームページからブログが簡単に見れるようになりました。 

 他のホームページのリンクもうまくいきました。 

 

 次に、ブログにホームページのＵＲＬを書きました。 

 こちらも青文字下線に変わって、移動できるようになりました。 

 これで、どちらかに訪問したお友達に、もうひとつも見てもらえます。 

 

 何人かの親しい友人には、メールでホームページをお知らせ。。 

 この時も、アドレスをうまく書かないとリンクしないので、自分に出して確認。 

 うまくいってから、転送しました。 

 

 次はアフリエイトを試してみたいです。 

 

 

【12/22 アフリエイトをしよう】 

 

 ホームページでアフリエイトをしましょう。 

 自分で買いたいものが、マイアフリ(自己買)できるそうです。 

 また誰か購入してくれたら、お小遣いが入ります。 

 

 アフリエイトはインフォトップとＡ８ネットのふたつにしました。 

 チョウチョの写真は、情報商材ではないので、 

 どちらかというとＡ８ネット向きです。 

 インフォトップは、次のホームページ用に練習と確認です。 

 

 簡単に名前を登録。まだお客様いないけど、 

 振込口座も登録しちゃいましょう！ 

 どんな商材があるか確認。マイアフリがだめなものもあります。 

 ふたつ選んで、ソースをＨＴＭＬに入れました。 

 

 うまくバナーがつきました。 

 しかも枠までつけて、説明文も入れました。面白いです。 



 バナーの画像が時間で変わります。２つの画像です。 

 うまくリンクしたので、次はＡ８ネットです。 

 サイトから申し込みをします。やはりどきどきです。 

 すぐに登録できるものが３社あったので、そのまま提携依頼。 

 

 ソースをだして、チョウチョの写真のサイドバーＨＴＭＬに貼りつけ。 

 バナーがサイドバーにつくようになりました。 

 うまくリンクできます。 

 Ａ８ネットにまたログインして、他の商品広告を確認。 

  と、その前に、会員情報で、 

 振込口座を登録。まだお客いないけど。。。 

 私の知っている会社もたくさんあります。 

 

 チョウチョを探すための、旅行関係の広告 

 チョウチョの好きな花のお店 

 その他に私が使いそうなショップを選んで提携依頼完了。 

 

 すぐに提携完了になるところがほとんどで、 

 いくつかが審査中です。 

 メールでお知らせがくるので、すべてデータにして保存。 

 さっそくバナーを貼りつけて、 

 チョウチョの写真のＨＰを賑やかにしました。 

 

 私は、広告があった方がにぎやかで、おもしろいと思うのですが 

 みんなはどう思うのでしょうか？？ 

 サイドバー下の空白を埋めるのにもよいです。 

  

 修正したＨＴＭＬは、プレビュー確認したあとに 

 ＦＦＦＴＰでサーバーに送付。 

 バナー画像も忘れずに送付。 

 

 しばらくは集客の活動をしないので、ホームページ 

 作りの練習です。でも自分で欲しい、お得なものを 

 貼りつけて、買ってしまいました。 

 ヒザを老化させないための、コンドロイチンです。 

 次はホームページをカラフルにしようと思います。 



 

【12/24★お問い合わせを使ってみよう】 

 

 お問い合わせフォームで、メール連絡をつくってあります。 

 このメールうまく使えるでしょうか。 

 ロリポップでメールアドレスくれたので、そこにいくのかなぁ。 

 

 さっそくチョウチョのホームページにアクセス。 

 お問い合わせに記入して送信。 

 なんか変だなぁ。メールも届かない。。。 

 

 講座を再度聞き直して勉強します。 

 form.php は ｅマークないけどＴｅｒａＰａｄで開けるぞ？ 

 さっそく編集モードにして確認。訂正しなくてはいけないなぁ。 

 

 やはり、メールアドレスが違うぞ。 

 変更して、サーバーに送付。しばらく時間を待つ。。。 

 今度は、、、メールが来た！ でも開けてみると。。 

 

 文字化けして□□□ばっか！読めないではないか！ 

 けっこう悩みます。考えます。私のメールが悪いのか。 

 ロリポップのメールに送って確認。 

 

 ロリポップのメール箱からクリックして読みます。 

 読めましたぁ。文字化けしていませんよ。 

 よかったぁ。とりあえず安心。 

 

 ロリポップメールから転送機能で、本メールに着信させます。 

 やはり文字化けがありますが、着信はわかります。 

 いつかこの問題を解決しようと思います。 

 ⇒エンコードが関係していること多いそうです。 

  

 毎回のことですが、トラブルあると  

 なかなか先に進みませんね。 

 今日はクリスマスイブなので、勉強はこれまでにして 

 楽しみます。メリークリスマス！！！ 



 

【12/25 画像をクリックで大きく】 

 

 私は写真を撮るのが好きです。 

 コレクション画像からきれいなのを 

 集めて並べるのも好きです。 

 そんな写真はみんなにもみてもらいたいです。 

 

 今日は、小さく掲示した写真を、クリックで大きく 

 する方法を教えてもらうつもりです。 

 今のところテキストにはのっていません。 

 ネットを使って探してみよう。。。 

 

 なかなか思うようなものがでてきません。 

 写真を大きく掲示すればいいのだけど、レイアウト 

 などで小さくした方がきれい。でも大きくして見せたい！ 

 

 あった、あった  

 &lt;a href="t.jpg" target="_blank"&gt;&lt;img 

 src="t.jpg" width="150" border=0 alt=""&gt;&lt;/a&gt; 

 というソースを使うのかぁ 

 

 これを使うと、クリックしたら写真が別のウインドウ 

 として大きく表れました。やっぱり大きい方がみやすいなぁ 

 これだと、小さいサナギの写真クリックして、 

 大きなチョウチョをだすこともできるなぁ 

  

 カチカチと音がして大きくならないのもあるぞ、、 

 写真の拡張子をまた間違えていました。 

 番号を間違えているのもありました。 

 

 これでまた新しい技術をひとつ覚えました。 

 今日はクリスマスです。 

 保存して終了します。 

 

 



【12/27 コンテンツバーの色替え】 

 

 クリスマスでちょっとのんびりしたかなぁ 

 また１日空けての学習。 

 今日は、コンテンツバーの色変更だ。 

 

 いろんなホームページをみているけど、今どのページか 

 わからなくなると気がある。  だけど、 

 クリックボタン（コンテンツバー）の色が変わるのがある。 

 

 私もあれをしたい。 

 ページがわかると、また次に同じのをクリックするミスがなくなる。 

 さっそく、ＨＴＭＬを編集モードにして調べよう。 

 

 コンテンツバーは、並んでいるので見つけやすい。 

 これはページのタイトルを入れている。 

 よく見てみよう。 

 

 文字の色が指定されている。どのページも同じだ。 

 バー画像も同じのを使用している。 

 さっそく試してみよう。 

 

 別のテンプレートのバー画像を持ってきて試す。 

 保存して更新！やったぁ変わったぁ。 

 あまり色が違いすぎると目立つなぁ。 

 

 次に文字を赤くしてみよう。 

 保存して更新！やったぁ変わったぁ。 

 この程度の変化でよさそうだな。 

 とにかく、他のページも色が変わるようにしよう。 

 保存したＨＴＭＬをＦＦＦＴＰで送信。 

  

しばらく待つとホームページに反映されました。 

 これでみんながどのページを見ているかわかりやすいぞ。 

 よかった。よかった。 

 今日は夜遅くまで、もう少し学習しました。 



 

【12/28 アフリエイトでお買いもの】 

 

 ホームページにアフリエイトのタグを貼りつけています。 

 たまにインフォトップやＡ８ネットにログインして、 

 商材探しをしています。 集客活動していないせいか、 

 いまだにお客さまはありません。 

 

 ワンクリック１円の広告タブがあるので、それをたまに 

 つついています。 １０円になっていました。 

 新規の購入も検討中です。 

 インフォトップは５０００円にならないと、振込してもらえません。 

 

 Ａ８ネットで別のグルコサミンの広告を見つけました。 

 アウトドアが多いので、試してみようかと考えます。 

 契約申請して、広告バナーを貼りつけました。 

 

 すぐに、サーバーに送信して、自分でクリックして 

 申し込みしました。ヒザを老化させないための、グルコサミンです。 

 報酬が約２０００円ありました。予定として金額が入りました。 

 

 本当は他社のものが自宅にはおいてありましたが、 

 ２日後には送ってくるそうです。 

 アフリエイトも使用することで、少しずつ覚えていきます。 

 

 アフリエイトをするための、情報メールがたくさんきます。 

 ブログやメルマガなどの活用が良いとのこと。。 

 その他、たくさん情報がきますが、 

 今はホームページ制作の学習を進めます。 

 

 なおホームページにアフリエイトが多くなりすぎると、 

 検索エンジンから嫌われると聞いたので、ほどほどにして 

 おこうと思います。年内 もう少し頑張ります。 

 けっこう時間をかけて勉強していますが、ＩＴ用語や 

 パソコンのトラブルでよけいに時間をとります。 

 すぐにアドバイスしてくれる人が近くにいるといいですね。 



 

【12/30★Ｊｔrimで画像編集】 

 

 年末になるので、あまり新しいことを覚えるよりも 

 今まで習ったことを再度確認したいなぁ。 

 画像編集用のＪＴｒｉｍソフトは無料だということで 

 窓の杜からダウンロードして１回試しただけだ。。。 

 

 デスクトップにはカエルの顔があります。 

 クリックして開く。機能が多そうだ。ボタンがいっぱいあります。 

 写真データを載せると画像がでるのでおもしろい。 

 

 大きな画像がでたので、サイズを変更してから編集します。 

 ホームページタイトルを入れる横長の画像をいくつか作ります。 

 チョウチョに合わせて花の画像を選びました。 

 

 横長に選択して、切り取りして貼り付け。 

 名前をつけて、[.jpg]か[.gif]で保存。 

 この作業を１０枚の写真で繰り返しました。 

 

 デスクトップに保存した１０枚を、チョウチョの 

 データファイルに入れます。 

 ＨＴＭＬのソースで写真の名前に入れ替えます。 

 保存してプレビュー。    

 うーん、、横が短いのか画像がリピートしています。 

 

 リピート禁止にしたら、白い空白になって不格好です。 

 ２時間くらい、考えました。でもＪＴｒｉｍにもう一回戻して、 

 横幅を長くして、上書き保存することを思いつきました。 

 

 上書き保存後にプレビューすると、 

 リピートなしできれいに見えました。 

 縦幅を横幅に比例させているので、多少ずれがありました。 

 

 文字の色も変更できるのですが、 

 黄色の菜の花に黒字なので問題ないです。 



 こつがつかめました。 

 

 講座の動画を見て、文字の枠を作る練習もできました。 

 あとは遊びです。画像を載せていじくります。 

 曲げたり、チェックでぼかしたり、色を変えたり、 

 クイズみたいでおもしろいです。 

 

 まだまだ機能がたくさんありますが、とりあえず 

 切り取りを覚えたのでＯＫです。見栄えの良いホームページ 

 を作るための、画像をつくることができそうです。 

  

 ３月にタイトル画像をホームページにまとめました 

http://title.tateishi-cl.info/  

 

 明日は大掃除なので、これで失礼します。良いお年をお迎えください。 

 

 

【1/4 いろんなソースパーツを試そう】 

 

 正月休みは友達と宮島の厳島神社にお参りして、 

 鹿といっしょに、弥山登山。 

 天気が良くて気持ちよかったです。 

 だらだらと過ごしましたが、今日からまた頑張ります。 

 

 講座の特典として、文字を変化させたり、表を作ったり 

 写真をリンクのボタンにしたりする、ＨＴＭＬの 

 パーツがあります。出来上がっているものを見ると 

 色鮮やかで、とてもきれいです。 

 

 まったく同じものを作るなら、ただコピーして 

 貼り付けるだけで便利！ 

 [ jpg ]や[ gif ]のデータが必要なものもあります。 

 見ているだけでは、覚えられません。 

 

 実際に自分のテンプレートに貼りつけて、 

 正しく表示されることを 確認することにしました。 



 まずコピーして貼付。楽です。 

 

 文字を大きくしたり、太くしたり、斜めにしたり、 

 下線にするのは当たり前。。 

 とにかく表がまだよくわかりません。 

 テーブルで囲って作ってあります。 

 

 表を横や縦に並べるのはややこしいなぁ。 

 文字を書くところは、すぐにわかるのですが、、、 

 でもどこに書くかで、表示される場所が変わるので 

 おもしろいです。 

 

 一通り試したら納得しました。 

 自信もつきました。 

 もっと早く確認していたらよかったです。 

 

 

 色の区別は、英語や記号で設定することを学んだあとなので、 

 そこを変えると、色が変わるのでおもしろいです。  

 これでレパートリーが増えました。やったぁ。 

 

 でもまだややこしい表を作っている人がたくさん 

 いるので 作り方を知りたいものです。 

 いつか自分も作れるようになりたいですが、 

 みんなどんなソースを使っているのだろう。 

 明日はもうちょっと表について調べてみたいなぁ。 

 

 

【1/7 他の人のｈｔｍｌソースを見よう】 

 

 ここしばらく、表をつくるソースを考えながら、  

 山のホームページのデータ整理を続けていました。 

 登山した山の記録をエクセルにして見直しています。 

 

他の人のブログなど見ていると、ソースを見て注意を 

 したりしている人がいます。できたホームページの 



 うまくいかないところを相談しているんですね。。 

 

 どうしてＨＴＭＬのソースがわかるのでしょうか。 

 メールに貼りつけておくっているのでしょうか。 

 ひとりで考えて悩むと、時間だけがたっていきます。 

 

 本当は教えてもらったら早いのですが、 

 自分ひとりで悪戦苦闘していました。 

 マウスを右クリックして、エンコードというのが 

 あるのでいじっていました。 

 

 わけわからない文字に変わります。 

 おもしろいというより、パソコンが壊れないか心配です。 

 エンコードのどっかに、 

         ソースに変わる設定があるのではないか？ 

 

 でもそれがきっかけで見つかりました。 

 あった、あった、ありました。 

 エンコードのすぐ上に ソースの表示が、、 

  

 今までプロパティしか見なくて、あまり意識していませんでした。 

 ずらっとでてきたソース。。。。。。 

 テンプレートのようにに空間をあけていないので、 

 わかりにくいなぁ。と思いました。 

 

 でもソースを見ることができるようになったので、 

 他の人の作り方を見て学ぶことができるようになりました。 

 またできているのを使うと便利です。 

 

 この情報は早く知りたかったけど、これからどんどん活用していこっと！ 

 

 

【1/9★カラー一覧表を活用しよう】 

 

 山のホームページのためのデータ整理を継続 

 しています。 タイトルを「山道歩の広島山口近辺の山行記録」 



 にしよう と決定。  イメージをつくりながら、 

 ホームページ作成技術を成長させていきます。 

 

 ホームページを鮮やかに楽しくするために 

 カラーをうまくつかわなくてはなりません。 

 単一の色では、強調したいところもわかりません。 

 

 講座にカラーのネーム一覧がついています。 

 最初はこれが色記号とはしりませんでしたが、 

 濃いのからうすいのまであるので、とても便利なものです。 

 

 文字の色、背景の色、画像の縁取り、などよく使います。 

 印刷して掲示しておこう。 

 エクセルにコピーして、すぐにコピーできるようにしておこう。 

 ⇒表はよく使います。 

 これでいろんな色を使うことができます。 

 色指定の  &lt;font color="red"&gt; なども辞書ツールに登録しました。 

 

 

【1/12 カレンダーをつけよう】 

  

 年明けは何かと忙しいですね。 

 仕事で大阪に行ってきました。 

 ついでに神戸で山登りしました。 

 向こうにもお友達がいっぱいいます。 

 

 最近は遠出の時はミニパソコンをもっていっています。 

 ウイルス対策が弱いので、本パソコンから移した資料を 

 読んだりするのに使っています。 

 

 ミニパソコンにもホームページ作成用のテンプレートを 

 入れています。 ホテルで夜中に、いろいろ試したので、 

 面白い表が作れました。 

 

 またカレンダーのソースを無料でダウンロードできていたので、 

 作り方をじっくりと分析することができました。 



 無料で提供してもらえて、とてもうれしいです。 

 検索したらたくさんでてきました。色や大きさを変えると 

 ソースも自動で変わるので、すごいですねぇ。 

 

 サイドバーに貼りつけて、プレビューでうまく表示されていました。 

 今日はそのデータを本パソコンに移し変えます。 

 さっそく FFFTP を開いて、サーバーに送信します。 

 

 サイドバーにうまく表示されました。 

 あれっ？１月１０日の背景が黄色のままだぞ！ 

 自動でかわらないんだなぁ。やっぱり。 

 

 ソースを見たらわかるけど、さっそく１２日を黄色にしよう。 

 でも毎日変えるのはめんどうだなぁ。 

 

 よく考えたら、パソコンに日にちが表示されているから 

 今日の区別はいらないなぁ。 

 ２ヶ月分のカレンダーがあると、山登りに行く計画ができる 

 ので、日にちと曜日がわかればいいです。 

 

 自動で変わるカレンダーもあるそうです。 

 私も見た事があります。（毎日変えてたりして・・・） 

 またひとつ飾りをつけることができました。 

 

 

【1/13 キーワード検索】 

 

 「山道歩の広島山口近辺の山行記録」の作成を初めて、 

 あたらしい勉強が少ししか進まないこのころです。 

 今日はキーワードが検索エンジンに 

 反映しているか確認してみます。 

 

 私のパソコンインターネットトップには、グーグルが 

 ついています。 検索窓に文字を入れてみます。 

 「チョウチョの写真」を探します。 

 



 「チョウ 写真」と入れました。 

 蝶の画像を筆頭に、たくさんでてきます。 

 「蝶」で入れている人が多いですが、チョウでもヒットしています。 

 

 １．２．３．４．５．６．７．８．９．１０やめた。 私のはないです。 

 まだ反映していないのか、うまく登録できなかったのでしょうか。 

 「チョウチョ写真」で検索してみましょう。 

 

 同じようなのがありますが、、、でた！でぇた！ 

 １ページ目の６番目です。 

 やったー。検索できたぁ。 

 

 写真の公開がメインなので、まだ文字が少ないです。 

 チョウチョとする人は少ないのかもしれません。 

 記事の中には「蝶」の文字はないし、、 

 

 おもしろくて、時間をおいて、次々に開いていました。 

 １０回くらい開いたら、なんと２番目まできました。えー！ 

 たくさんクリックしたから、自分のパソコンでは上位にきたのかも、、 

 

 ヤフーでも試してみました。でてきました。安心。 

 これからは、キーワードの、記事への取り込み方も考えていきます。 

 次はサイトのアクセス分析をしてみます。 

 

 

【1/15★アクセス分析をしよう】 

 

 ホームページ制作講座で、アクセス分析を習いました。 

 まだ内容の見直しを中心にしていましたが、思い出して、 

 講座の無料動画を再生して復習しました。 

 

 なるほど。ホームページを何人に見てもらったのか、 

 どのようにアクセスされたのか 

 新規の人はどれくらいいるのか わかればべんりだなぁ。 

 

 そういえば、ＯＣＮのブログにも、アクセス分析があったなぁ。 



 すぐにアクセスして確かめました。今まで見ていなかったので、、 

 なるほど、、来客少ないけど、おもしろいなぁ 

 

 さっそく、申し込みをしよう。 

 そういえば、アフリエイトのＡ８ネットに登録したあとに、 

 エースアナライザーというのがでてきて無料といっていたなぁ。 

 

 すぐにＡ８ネットにアクセスして、Ａ８ネットのサイトに入りました。 

 直接アクセスしてもよかったのですが、そのせいか 

 アフリエイトで３００円入っていました。やったー。 

 

 簡単無料ホームページアクセス解析「エースアナライザー」 

 無料というのがいいですね 

 

 簡単に登録できました。 

 ＩＤとパスワードは忘れないようにして、サイトはお気に入りに。。。 

 これで完了、、ではないよぉ。 

 

 分析用のソースをもらって貼りつけるそうだ。 

 さっそく、ソースを探して、コピーして、全ページに貼りつけます。 

 ＦＦＦＴＰを開いて サーバーに送信。 

 

 これで分析が楽しみです。 

 まだだしたばかりなので、明日以降に確認しなくてはなりません。 

 でもなんかちがうなぁ。 

 

 わかった！ 講座では、グーグルアナリスクをお薦めしていたのだ。 

 うーん、しまった。でも無料だからいいかぁ。 

 アナリスクは「山道歩の広島山口近辺の山行記録」で使おう。 

 

 エースアナライザーには、後日談がありますので、そちらも見てね！ 

 今回も苦労しましたが、無事、アクセス解析を始めることができました。 

 

 

 

 



【1/16 またドメインを取ろう】 

 

 現在、「山道歩の広島山口近辺の山行記録」を作成中。 

 資料整理にけっこう時間かかります。 

 ボリューム大です。 

 

 ほぼできたら、ネット上で見られるように、 

 サーバーに移したいです。 

 やり方を覚えているうちに、復習を兼ねて行います。 

 ｍｕｕｍｕｕドメインにアクセスして、ドメイン探しです。 

 

 yama tozan など短いのは使われているなぁ 

 yamanobori yamamichi ・・・なかなかよいのがないなぁ 

 私の目的はてっぺんの山頂に行くことだ 

 

 そうだ sancyou にしよう 

 なんか cyoucyo と似ていてまぎらわしいが、まあいいか。。。 

 購入しました。すぐに使えます。 

 

 ちなみに sanchou でも santyou でも 

 サンチョウになる 

 あまり深く考えないようにしよう！ 

 

 さっそく、レンタルサーバーに登録。 

 同じロリポップにして、新規で２ＭＢを設定しよう。 

 同じようにするのですんなり登録。届いたメールも保存。 

 

 すぐにＦＦＦＴＰの新規作成。 

 今は何も入っていないけど、もう少しまっていてね。 

 でも空もいやなので、テンプレート１０でもいれておこっと！ 

 

 このドメインは後日、ＨＴＭＬを入れていきますが 

 どんどん更新しています。見るたびに変わっているかも 

 しれませんが、ＵＲＬをのせておきます。 

  http://sancyou.com 

 



 

【1/18 アクセス解析の確認】 

 

 先日アクセス解析をするために、エースアナライザーに登録 

 しました。ソースをもらって各ページに貼っています。 

 ２日ほど経過したので、何かデータがでているかも。。。 

 

 さっそく、ＩＤ、パスワード入力してログイン。簡単だ。 

 グラフがでているぞ。５人ほどきている。 

 まだ少ないなぁ。 

 

 いろんな分析ができるようだ。 

 個別来客者の確認をしよう。パソコン番号がでている。 

 訪問が、初回、１回、２回、３回、４回となっているなぁ。 

 

 ってこれ全部私のだ。パソコン番号もおんなじ。。。 

 うまく送信できたか、何回か自分で見ました。 

 他の人にも見せたいけど、、 

 でも自分が見たら数増やせるのがわかりました。 

 

 個別の閲覧時間、滞在時間、訪問の仕方、検索キーワードも 

 わかるんだぁ。 うーん。分析はすごい。そしておもしろい。 

 ＸＰ，ビスタ、７とウインドウズのタイプもわかるぞ。 

 

 また「チョウチョの写真」を開けてみよう。ふえるかなぁ。 

 あれ、サイトを見るとなんかリンクがくっついているぞ！！ 

 「出会系」なんだそれ。 

 

 クリックしたらトップページ。お友達を作るサイトだろうか。 

 よく考えたら、解析用ソースに「出会系」の文字があったなぁ。 

 日本語だからめだつけど、、それがくっついたんだぁ。 

 

 めだたないとこにあるのはどうしてだろう。 

 お客さんを呼びたいのではないんだろうなぁ。 

 あっ そうか リンクが多いと検索エンジンで 

 上位表示されるといっていたなぁ 



 

 たぶんそれか。まぁいいや。 

 とりあえず、めだたないように下のすみっこの方に移動しておこう。 

 無事 解析できていることを確認できました。毎日見てみようと思います。 

 

 

【1/19 メールが増えたよ】 

 

 インフォトップの教材をいくつか買ってから、メルマガや 

 広告メール 増えました。 １日５件くらいふえたかなぁ。 

 アフリエイトやレンタルサーバーに登録してさらに増えました。 

 

 役に立つ情報もけっこう多いです。 

 ドメイン(muumuu)やレンタルサーバー(ロリポップ)は 

 必要なものあるかもしれません。 

 インフォトップやＡ８ネットのアフリエイトも商材など紹介してくれます。 

 

 でも多いなぁ。 

 同じようなのがいくつもきます。 

 短期間でお金儲けの話が多いです。 

 ＦＸ、ドロップシッピング、ロト６、アフリエイト術、などなど。 

 全部読む時間がないので、選ばないと、、、 

 とにかくいるものといらないものを分けよう。 

 

 自分が申し込んだメルマガは早く読んで捨てよう。 

 広告案内は用がなければポイしよう。 

 未読が残らないようにしなくては、、 

 

 メールは個人用と仕事用のふたつありましたが、 

 どちらもごっちゃになった感じです。 

 もうひとつあってもよかったかも。。 

 

 ロリポップで無料メールがたくさん作れます。 

 これはお問い合わせを受信して、転送するようにしています。 

 メールもあまり数増やしたくないですね。 

 どっちにしてもメール管理を考えましょう。 



 

【1/20 迷惑メールは迷惑だ】 

 

 情報系商材をいくつか購入したあとに、 

 なぜか変なメールがくるようになりました。 

 □□□とか###のような文字化けもしています。 

 

 うかつに返信してはいけないし、貼付資料を 

 開けてもいけません。 

 ウイルス怖いし、個人情報漏えいも怖いです。 

 

 とはいっても２時間おきに来るようになると 

 うっとおしいと同時に腹も立ちます。 

 ブロックしなくてはなりません。 

 

 私はｏｃｎメールなので、着信拒否を作ることにしました。 

 初めてです。調べるのに時間を取られます。 

 迷惑メールのどの部分を登録するのか、、 

 実際に３日前に、アドレスを件名で登録していたけど効果 

 なかったです。今度は、アドレスに使われている単語を登録。 

 さらにいつも同じ、件名の単語も登録。 

 

 これで自動廃棄されるようになりました。 

 でも本当に不愉快で迷惑です。 

 差出人には天罰がくだればいいと思います。 

 

 ちなみに、検索窓で「迷惑メール」をチェックしてみました。 

 みんないろいろ悩んでいるみたいです。 

 たくさんくるので、気にせずに廃棄したらいいというのがありました。 

 

 完全に対策はできないようです。 

 私も危ないメールにさわらないように注意していきます。 

 

 

 

 



【1/23 動画作成 ユーチューブ登録】 

 

 ホームページを作るためのテンプレートといっしょに 

 動画をアップするための「次世代の動画作成完全マニュアル」 

 を買っていました。 

 

 山登りでビデオ撮影していたし、いつかは動画も配信したいと 

 思っていました。セットだと安いというのもあります。 

 

 「次世代の動画作成完全マニュアル」中はけっこういろいろ 

 入っています。動画作成ソフトもあります。 

 よくわからないので、そのままにしていました。 

 

 「ビデオカメラで撮影した動画をホームページにアップする方法」 

 このマニュアルが私にはあっているので、チャレンジします。 

 再生の三角マークついた画像がつけば、レベルアップですね。 

 

 マニュアルを軽く一通り読みます。 

 まずはユーチューブの登録からです。 

 ビデオデータをパソコンにダウンロードしたら 

 ユーチューブにアップしますかとよくでていたけど、それですね。 

 

 ＩＤとパスワードを取得しました。 

 自分のページができたみたいです。 

 使い方はよくわかりませんが、これからつついていきます。 

 

 山頂からの景色の映像を６つまとめて登録してみます。 

 それぞれ１－２分のものですが、時間がかかるようです。 

 保存できたものから、説明文を記入しました。 

 アップした映像の下に表示されるようです。 

 

 共有のボタンなどいろいろなものがついています。 

 タグとかいてあるのは、関連するキーワードでもいれるのでしょうか 

 英語で候補があります。outdoor など適当に選択。 

 

 これで再生ボタンを押したら動画が見れます。 



 さっそく試します。 

 ちょっと画像と音が合わなかったり、途中で途切れたりします。 

 私の光フレッツに問題があるのでしょうか。 

 

 ６つの動画をアップしたので完了です。 

 動画のデータに名前をつけておけばよかったです。 

 タイトルが番号になっていました。 

 

 とりあえずアップの仕方がわかりました。 

 無料なのがいいですね。 

 明日はホームページへの取り込みにチャレンジします。 

 

 ホームページを作るためのテンプレートといっしょに 

 動画をアップするための「次世代の動画作成完全マニュアル」 

 を買っていました。 

 

 山登りでビデオ撮影していたし、いつかは動画も配信したいと 

 思っていました。セットだと安いというのもあります。 

 

 「次世代の動画作成完全マニュアル」中はけっこういろいろ 

 入っています。動画作成ソフトもあります。 

 よくわからないので、そのままにしていました。 

 

 「ビデオカメラで撮影した動画をホームページにアップする方法」 

 このマニュアルが私にはあっているので、チャレンジします。 

 再生の三角マークついた画像がつけば、レベルアップですね。 

 

 マニュアルを軽く一通り読みます。 

 まずはユーチューブの登録からです。 

 ビデオデータをパソコンにダウンロードしたら 

 ユーチューブにアップしますかとよくでていたけど、それですね。 

 

 ＩＤとパスワードを取得しました。 

 自分のページができたみたいです。 

 使い方はよくわかりませんが、これからつついていきます。 

 



 山頂からの景色の映像を６つまとめて登録してみます。 

 それぞれ１－２分のものですが、時間がかかるようです。 

 保存できたものから、説明文を記入しました。 

 アップした映像の下に表示されるようです。 

 

 共有のボタンなどいろいろなものがついています。 

 タグとかいてあるのは、関連するキーワードでもいれるのでしょうか 

 英語で候補があります。outdoor など適当に選択。 

 

 これで再生ボタンを押したら動画が見れます。 

 さっそく試します。 

 ちょっと画像と音が合わなかったり、途中で途切れたりします。 

 私の光フレッツに問題があるのでしょうか。 

 

 ６つの動画をアップしたので完了です。 

 動画のデータに名前をつけておけばよかったです。 

 タイトルが番号になっていました。 

 

 とりあえずアップの仕方がわかりました。 

 無料なのがいいですね。 

 明日はホームページへの取り込みにチャレンジします。 

 

 

【1/24★動画の公開】 

 

 ホームビデオ撮影のデータを 

 ユーチューブに登録できました。 

 その画像をホームページでみられるようにします。 

 

 「ビデオカメラで撮影した動画をホームページに 

   アップする方法」のマニユアルを確認します。 

 ユーチューブのサイトにログインして私のページから 

 アップした画像を選びます。 

 

 共有ボタンを押したら、html ソースがでてきました。 

 これを貼りつければいいんだとすぐわかりました。 



 さっそくコピーしてテンプレートに貼りつけます。 

 

 画面の大きさが 560x315 とちょうどよい大きさです。 

 この数値を変えると大きさも変わります。 

 保存したテンプレートを FFFTP で送信 

 

 しばらくしてから、私のチョウチョホームページを 

 チェックします。画面がでています。 

 さっそく再生。うまく写ります。たまにデータ受信中になります。 

 

 動画が見れるとホームページも見ごたえありますね。 

 きれいな山や花やチョウチョを撮影しなくてはいけません。 

 

 とりあえず、前に写したチョウチョの動画を探して 

 アップしてみようと思います。 

 昨日アップした山の動画は４つ残して２つ削除しました。 

 

 みんなみてくれるようになればいいですね。 

 大きな画面で表示するページも作ってみたいです。 

 

 

【1/30 山のホームページ形ができた】 

 

 １月は、２つ目のホームページである 

 ｢山道歩の広島山口近辺の山行記録｣の作業をしています。 

 資料が多くて、やりたいことが次々にでてきます。 

 

 とりあえず、トップページから５ページまでなんとか見てもらえるように 

 形を整えることができました。 

 ドメインも取得したし、サーバー登録もしてあります。 

 

 今はテンプレート１０が飾りで入っています。 

 またにロリポップにログインしてから、 

 黒いホームページを見ています。 

 

 今の現状をよかったら見てください。 



    http://sancyou.com   

 ブログ書いている時点では、まだ内容が少なく、ページも少ないです。 

  

 FFFTP を開きます。 

 sancyou にアクセスして、テンプレート１０のデータを削除します。 

 山のファイルに入れているデータをすべて送信します。 

 

 

 すぐには反映されません。 

 写真が多くて、重たいようです。容量は７００ＭＢくらいかな？ 

 あとはたまに、切り替わったか確認するだけです。 

 

 

 エースアナライザーのアクセス解析コードもいれています。 

 そして、一発太郎に再びアクセスして、検索エンジン登録です。 

 ２回目は割とすんなりいきました。 

 

 夜に確認したらうまく切り替わっていました。 

 さっそく数人の友達にメールで連絡します。 

 喜んで見てもらえるといいなぁ。。。 

 

 

【2/1 データ修正だぁ】 

 

 ｢山道歩の広島山口近辺の山行記録｣をアップしたばかり、、、 

 でも文字の大きさが小さく感じるので、さっそく修正します。 

 写真の大きさも調整。 

 

 全部のページをプレビューできませんでしたが、 

 安心してそのままＦＦＦＴＰで送信。 

 

 今までは同じデータ名のものは削除してから送信していました。 

 が、同じ名前でも上書きしますか？ときかれるので、 

 はいで送信するように変えました。楽をしなくては、、、 

 

 ３時間してホームページを見ます。 

http://sancyou.com/


 あれ、あれ、あれぇ？ 

 サイドバーが半分隠れてる。。。どおしてぇ？ 

 

 すぐにデータをプレビューして見てみます。 

 こちらもかぶさって、サイドバーが隠れています。 

 しまった。さっそく原因調査。 

 

 page1 がおかしくなっていましたが、原因わかりません。 

 でもサイドバーソースの幅を 190 と特定したらなんとか見れる形に、、、 

 今度は全体の幅が広くなって 850 くらいありますが。。。 

 

 とりあえず こちらの方がましなので、FFFTP で送信。 

 早く変わって欲しいです。恥ずかしいですね。 

 でも原因がなかなかわかりません。 

 

 夜になって、写真画像の大きさを小さくすることで、 

 幅がちょうどよくなることがわかりました。 

 変更していたサイドバー幅 190 も 100%と戻します。 

 

 FFFTP で送信。 

 手間かかりましたが、明日には直っているでしょう。 

 以前表示の重なっている他人のホームページを見たことが 

 ありますが、このようにして起こっていたんですね。 

 

 

【2/2 角を丸くした表を作ろう】 

 

 ホームページ制作講座にはいろんな表の 

 パーツがあります。 でももっとあったらありがたい 

 のだけど、工夫したらいくらでも増えます。 

 

 今回は角を丸くした背景を作ってみようと思います。 

 色の記号はわかります。大きさの表示もわかります。 

 角を丸くするのは、丸いパーツがいるのも学習しています。 

 

 詳しい人のホームページを検索して、ソースを勉強！！！ 



 パーツも手に入れました。４つの角だと４つのパーツです。 

 一行で両端を丸くする時は ２つのパーツです。 

 

 とりあえず、使えそうな１５色のパーツを揃えました。 

 さっそくテストテンプレートに表示してみます。 

 うまく丸くなりました。中央部を白くすることもできます。 

 

 ソースみても何色かわかるように、コード(ff33cc 等)の頭に 

 私がつけた色記号をつけておくことにします。 

 変更してプレビュー。・・・うまくできていないのがあります。 

 「×」がついている部分があります。 

 

 ソースにつけた名前とパーツの名前があっていないのが原因。 

 すぐに直しました。一度用意しておくと、あとは使いやすいです。 

 表を作るのが楽しくて時間をかけてしまいました。 

 

 とにかく色がついていると明るくていいですね。 

 どんな時にどんな色の表を使うか、 

 これから考えて、ホームページ作成をしていきます。 

 

 

【2/6 サイドバーに重なる】 

 

 ホームページを作っているとふと気づくことがあります。 

 サイドバーと各ページの幅がほんの少しずれているのが 

 それです。 いつからなっていたのでしょうか？ 

 

 コピー保存していても、それもなっているので 

 また前にさかのぼって調べます。 

 今回はコピーの間があいていたので、ちょっとややこしいです。 

 今までの経験から、画像などが大きければ、それを小さく 

 すれば直ります。でも少ないのはどうしてでしょう。 

 数値をみても特におかしいとこはないし、、、 

 

 問題が解決しないと落ち着きません。 

 いつも細かいところで苦労します。 



 こうなったら、パーツをひとつずつはずしてプレビュー 

 

 時間かかったけど、履歴の枠をはずしたら 

 元に戻りました。 

 履歴の幅を６ポイント小さくして直りました。 

 

 けっこう悩んでいたので、直った時はうれしいです。 

 経験を積んだら、こんなことはすぐにわかるのでしょうね。 

  

 問題探しは必死になるし、 

 休憩とらずにすることが多いので、目も疲れます。 

 基本は早く覚えたいですね。 

 

 とりあえず直って良かったです。 

 ｢山道歩の広島山口近辺の山行記録｣のデータを 

 どんどん増やします。 

  

 

【2/9 サーバーでマルチドメイン】 

 

 昨日 ｃｙｏｕｃｙｏのドメインが取得できました。 

 今日は、なんとしても私の契約している 

 レンタルサーバーに登録してみます。 

 

 マルチドメインというやつです。 

 これができれば複数のサイトを安く運営できます。 

 難しそうですが、かなり調べました。 

 

 まず「お名前．ｃｏｍ」社のドメインだったので、 

 そちらにログインして、管理するサーバーを変更しました。 

 

 事前にロリポップで、プライマリネームサーバーと、 

 セカンダリネームサーバーの番号を調べておきました。 

 

 それからロリポップにログインします。 

 私のコロリボプランのレンタルサーバーに入ります。 



 独自ドメインを開いて登録します。 

 

 フォルダーの名前を聞いてきました。 

 「ｃｙｏｕｃｙｏｃｙｏｕｃｙｏ」にしました。 

 登録完了！！ 

 

 すぐにＦＦＦＴＰを調べます。 

 なんと！ 「ｃｙｏｃｙｏｃｙｏｕｃｙｏ」のフォルダーができていました。 

 ここにデータをいれるようです。 

 

 以前のドメインも名前をつけてフォルダーにしました。 

 このあと、フォルダーのない、今までの場所に入れると 

 どうなるか試しました。テンプレート１０を入れてみます。 

 

 そこはロリポップの長い暗号みたいなドメインで 

 閲覧できることがわかりました。 

 ちょつと得した気分です。 

 

 これでマルチドメインができる技術を身につけました。 

 ありがとうございます。 

 

 

【2/10 サイト引越し】 

 

 チョウチョの写真を 

 私個人の名前のドメインにしていました。 

 ドメイン名から何かわかるようにしたいですね。 

 

  そうです。ずっとチョウチョの名前にしたかったのです。 

 先日、ｃｙｏｕｃｙｏのドメインをとり、サーバーに登録しました。 

 

 検索エンジンの変更やアクセス分析が変わるのが 

 心配でそのままにしていましたが、、 

 ついにかえることにしました。 

 

 同じデータをＦＦＦＴＰでｃｙｏｕｃｙｏに送信。 



 検索エンジンの登録を一発太郎で実施。 

 しばらくたつと、ホームページが見れました。 

 

 これからは新しいのを更新しましょう。 

 古い方には、サイト引越しを書いて入れておきました。 

 まだ訪問者が少ないので、連絡もしやすいです。 

 

 [後日談] 

  古いサイトは一発太郎で取り消し申請しましたが、 

  グーグル検索ロボがきて、なかなか登録が外れません。 

  ほっといたら、ｃｙｏｕｃｙｏの方が、検索結果にでなくなりました。 

 

  同じのがあればコピーとみられるのでしょうか。 

  あわてて、古いサイトを削除（３／９）しました。 

  このドメインは、仕事のホームページに使う予定だったので 

  本当は完成してから入れ替えたかったです。 

 

 

【2/11 グーグルアナリスク】 

 

 チョウチョの写真は引越して タイトル変えました。 

 「チョウチョの写真と日本の自然」にしています。 

 同じようにアクセス解析をしようと思います。 

 

 講座で薦められていたグーグルアナリスクで分析します。 

 さっそくサイトを訪ねます。えー！ 

 英文表示で何がなんだかわかりません。 

 

 日本語にならないか、サイト間違えたのか、考えます。 

 ホームページで「グーグルアナリスク 英語」で検索。 

 同じように、英語で悩んでいた人がいたようです。 

 

 解決策は、言語の選択みたいです。 

 変更したら日本語がでました。 

 でもまだ英語も多いです。なやみますよー。 

 



 なんとなくわかるのでチャレンジ。 

 なんとかアカウントを取得しました。 

 さてどこにコードがあるのでしょうか。 

 

 いろいろ触ってコード探し。 

 割と早くみつけました。 

 </body>の上に貼るそうです。 

 

 編集したＨＴＭＬをＦＦＦＴＰで送信。 

 何時間かして再度 グーグルアナリスクにログイン。 

 私のチョウチョのサイトを見つけてくれたようです。 

 

 どこにも変な文字がでていません。 

 これでいろいろ分析できそうです。 

 でも個人的には、日本語でわかりやすい 

 エースアナライザーの方があっていると思います。 

 

 パソコンの得意な人は、英語があっても 

 わかるかもしれませんね。 とりあえず完了。 

 

 [後日談] 

  グーグルアナリスクを２つ目登録するのに苦労しました。 

  どうして登録できたのか不思議です。時間かけました。 

  またアナリスクとアナライザーふたつつけたサイトも 

  アクセス解析できています。ちょっと数値が違いますが、、 

 

 

 

【2/14 データを添付しよう】 

 

  今日は何の日だったかなぁ。 

  朝から冷え込みます。 

  風邪をひかないようにしなくては。。。 

 

  服を着こんでさっそくホームページの勉強。 

  とはいっても、だいぶん技術を覚えて、 



  見てもらえる程度のものは作れるようになりました。 

 

  さらなる技術を覚えたいなぁ。 

  でもその前に一番重要なエクセルのデータを貼付 

  できるようにならないと、、、 

 

  ワードもそうですが、エクセルは私が資料作りに 

  愛用している重要なアイテムです。 

  ホームページにもエクセル貼付できたら、内容が濃くなります。 

 

  特に講座には貼付の方法が書いてありません。 

  難しくて、しろうとにはできないのでしょうか？ 

  とにかく、無料動画を見て考えます。同じのを何回も見ています。 

 

  ホームページ制作のお仕事をするために 

  さらなる講習をうけないかと、案内メールがきます。 

  エクセルデータが貼付できると安心して考えられるのですが、、、 

 

  とにかく今まで悩んできたことですが、、、、、 

  バス会社のサイトでは時刻表がエクセルででてきます。 

  役所の申請書類もデータででてきます。 

 

  困ったけど覚えたい。｢山道歩の広島山口近辺の山行記録｣には 

  多くのエクセルデータの山行をつけたい。 

  講座の責任者にメールして聞くことにしました。 

 

  メールが返ってきました。 

  答えは簡単です。ホームページのリンクと同じです。 

  エクセルやワードを英語文字にして保存してリンクです。 

 

  拡張子は「xls」「xlsx」「docx」でもリンクしました。 

  やったー。ちなみに「pdf」への変換も覚えました。リンクします。 

  「bmp」「mht」でもリンクしました。 

 

  ダウンロードして見る方法も違いはありますが、 

  テストしたのでわかっています。 



  その時にあわせて拡張子を選びます。 

 

  とりあえず課題の技術をクリアしました。 

  山のホームページは容量がどんどん増えていきました。 

 

 リンクしているサイトに貼付事例を入れています。 

  

 

【2/15 ホームページ゛制作の仕事を考える】 

 

 ホームページ制作の仕事ができるか考えています。 

 今の仕事は不景気で収入が少ないです。 

 サイドビジネスとして、月に５万円でも 

 収入が増えるとありがたいです。 

 

 私にもできるでしょうか。 

 文章の書き方にも不安があります。 

 これは他のサイトなど見て勉強しなくては。。。 

 

 自分のホームページは何かあっても 

 自分の責任でやっていけます。 

 しかし、他人のはそうはいかないでしょう。 

 

 今の自分ではまだレベルが低いです。 

 作成ペースもまだ遅いです。 

 パソコンの知識も増やさなくては、、、 

 

 でも人生前向きに進まなくては、、 

 せっかく仕事の仕方を紹介してもらっているのだから。。。 

  

 「会員制ビジネスサイド講座」に入ってさらに勉強しよう。 

 まずはどんなものか資料を読もう。 

 資料も長いので、途中までで考えることにします。 

 

 自分のホームページなら満足ですが、 

 さらによくするために投資してもいいかも。 



 でも費用がけっこうかかるので、どうしようかなぁ。 

 

 資料の中に「テンプレート」が 

 おまけについているとありました。 

 でももう買っているよぉ。 

 

 ６ヶ月の期間も長いなぁ。 

 営業の仕方などの講義もありそうです。 

 

 「テンプレート」はふたつになるけど  

 ひとつ誰かにプレゼントしようと考えて 

 申し込むことにしました。 

 

 早い方が、早くいろいろな講習が完了しそうです。 

 申し込んで、クレジット決済したらすぐに案内メールきました。 

 

 明日からは６ヶ月研修を受けながら、 

 自分の趣味のホームページ作成です。 

 この時期には、私のホームページの仕事の 

 サイトイメージを 考え始めていました。 

 

 

【2/17 受講開始 よしやるぞ！】 

 

 ホームページ作成技術を磨くために、、、 

 ホームページ制作の仕事ができるようになるために、、、 

 【会員制サイドビジネス講座ファーストクラス】 

 を受講開始しました。 

 昨日申し込んだものです。 

 資料をダウンロードします。そんなに多くはありません。 

 会員制講座にアクセスするための、 

 ＩＤとパスワードをもらいました。 

 ＩＤとパスワードは覚えられないので、メモしました。 

 

 受講の手引きを読みます。 

 最初の２ヶ月間は技術的なことがメインです。 



 どうも今まで、学習した内容のおさらいがしばらく続きそうです。 

 

 急ぎすぎてもおいつけないけど、 

 余裕があるところはとばしたいなぁと思いつつ 

 また基礎を確認するようになります。 

 

 「チョウチョの写真と日本の自然」 

 「山道歩の広島山口近辺の山行記録」 

 ホームページをふたつ公開しているので慣れています。 

 

 これからは、ホームページを更新しながら 

 勉強していくことになります。 

 同じように受講している仲間がたくさんいるので心強いです。 

 

 どんな新しい技術が学べるのか楽しみです。 

 どんな難しい試練がまっているのか不安があります。 

 遅れた時は延長で講座を受けられるそうです。 

 

 私もホームページを持ちたくてもまだ持てていない 

 人のお役に立てるように、まずは自分のスキルを 

 上げていきます。またホームページを作って 

 実績を上げていかなくてはなりません。 

 

 このブログに書く内容も、会員制講座で習得したものも 

 含めて、記載していこうと思います。 

 とにかく自分がもっと作れるように頑張ります。 

 

  

【2/19 タグを表示するとき】 

 

 ホームページでタグを表示させようとすると、 

 コンピュータは指示と思って試行錯誤するようです。 

 

 < br >と記載するだけで、勝手に改行されてしまいます。 

 「<」や「>」の記号をで挟まれたタグは実行しようとするのですね。 

 ちなみに上の< br >は空白を入れています。 



 

 空白を入れずにこの先に入れると→<br>１行にしていてもこんな感じに分かれます。 

 

 みんなどうやって表示しているのか興味があります。 

 さっそくタグがでているサイトを探します。 

 ソースを見てみます。 

 

 ふんふんなるほどなぁ。 

 &lt;や&gt;の記号がついている。サイトでは「<」や「>」 

 に変わっています。わかりました。 

 さっさく試してみます。うまくいきました。 

 しかしなんで、&lt;や&gt;なんだろう まぁいいかぁ。 

 あと「"」が&quot;なんですね 

 

 しかしブログ書いていても タグのせいで 

 リンク先不明などで文章が消えたりして苦労しました。 

 確認の前にコピーしておくのも手です。 

 

 これから使うことがあるかもしれません。 

 学んだ記号をメモをしておきます。 

 でもやっぱり不思議ですね。。。 

 

 

【3/1 ホームページ制作の仕事準備】 

 

 ホームページ作成技術をかなり覚えました。 

 案内や宣伝のためのホームページを作らなくてはねなりません。 

 水色のテンプレート６をコピーして保存してあります。 

 

 商材のテンプレートの紹介も、１１ページに分けて考えています。 

 少しずつイメージをメモしているところです。 

 すぐにできるものではないので、準備は必要です。 

 

 他のホームページ制作業者のサイトも分析します。 

 一番参考になるのは、同じテンプレートを使っている仲間です。 

 みんな上手に作っています。 



 

 目的がホームページ制作の仕事なので、イメージが同じです。 

 それぞれの地域で、同じ仲間が頑張っています。 

 私は初心者に教えて、仲間をさらに増やす仕事にしようと思います。 

 

 なぜそう思うのか。 

 私も自分で作って更新しているから他の人でもできると思います。 

 また自分で作って管理するから安くできます。 

 さらに作る喜び。うまくいった時の満足感を分けてあげたい。 

 

 私が苦労したのは、設定に関することです。 

 パソコン用語は初心者には悩みます。 

 初期の設定が整っていれば、あとは早く覚えていけます。 

 

 苦労して覚えた今だから、簡単にできていますが、 

 最初にその設定をするのに、パソコンの前で何時間もかたまっています。 

 この時間のロスは忙しい人にはもったいないものです。 

 

 またできない壁があると途中で投げ出したくなります。 

 そんな状況を助けてあげる人がいたら助かると思いました。 

 各種ソフトやソースの分析など、約４か月の間に 

 １００時間以上ロスしていますね。また詳しく計算してみますが、、、 

 

 だから、ホームページ初心者に限定して、 

 お役に立てる仕事をしたいと考えています。 

 経済的にもピンチなのでサイドビジネスうまくいくといいです。 

  

 

【3/2 フォーラムで過去ログ調べ】 

 

 会員制ビジネス講座。なかなか新しいネタがでてきません。 

 先行して動画を見ています。 

 フォーラムがホームページ制作のための質問場です。 

 

 多くの仲間がいて、質問や 

 できたホームページのレビューしています。 



 このフォーラムの使い方の動画を見てから、１日１時間、 

 過去ログをチェックしています。時間かかるけど、、 

 

 以前でたのと同じ質問はしないでとなっています。 

 検索機能あるけど、ある程度調べることにしました。 

 今日は２００９年分まで確認しました。 

 

 気になる記事はメモしています。 

 ＨＴＭＬソースのことがあれば試しています。 

 けっこう役に立ちます。 

 

 ウイルスのガンプラーの話題を見つけた時は 

 怖かったです。自分のパソコンにきたら困る！ 

 でも今は何も言われていないし、ウイルス対策もしています。 

 

 同じような質問がけっこう入っているので 

 先に見ていたら、悩むことが減ります。検索でもＯＫ。 

 私は、気になるのをあとで見れるようにメモしました。 

 

 しかし、何か質問してコミニュケーションに参加しないとね。 

 今まで質問されていないこと考えなくては。。。 

 そして早くレビューにだして、他の人のレビューに意見を 

 言えるようにならなくてはなりませんね。。。 

 

 

【3/4 ホームページの仕事のイメージ】 

 

 ３月３日から４日。田舎の千代田にきています。 

 ネットできないし、寒いのでパソコンもってきていません。 

 ノートをもってきました。 

 

 ホームページを使ったサイドビジネスをしようと決意したので 

 どのようなことをするか、イメージを具体化していきます。 

 案内のためのホームページを作らなくてはなりません。 

 

 趣味のホームページならみんな苦にならず、 



 少しずつ覚えていくことと思います。 

 そんな人の手助けができればなぁ。 

 

 仕事のためのホームページも生活のために 

 必死に作成されるのではないでしょうか。 

 そんな人を助けてあげたいなぁ。 

 

 教える内容はホームページの作成方法。 

 まずは趣味のアピールのために作る人を 

 ターゲットにしよう。趣味サイトの仲間を増やしたいし、、 

 

 １ページ目は、テンプレート紹介、２ページ目は必要物や金額 

 その他、お問い合わせやホームページでできることのアピール 

 そのようなものを箇条書きで考えました。 

 

 明日からは少しずつ作る予定です。 

 テンプレートは水色の８番を使うことに決定。。。やったぁー。 

 他のテンプレートも紹介する独自のサイトにしよっと。 

 

 かなりイメージができました。 

 イメージがないとなかなか制作がすすまないんですよぉ。 

 

 リンクしているサイトに１１の基本テンプレート見本入っています。 

 

 

【3/10  マカフィのダウンロード】 

 

 私のパソコンは自動的にウイルスチェックされます。 

 毎週木曜にマカフィが調べて、良好と連絡くれます。 

 ただＷＥＢ保護について不明とあり、購入を持ちかけます。 

 

 マカフィ、、、ＭｃＡｆｅｅ、、っ何だろう。 

 なんで、パソコンに入っているのだろう。 

 私のパソコンにはＮＴＴのウイルス対策ソフトも入っています。 

 

 １年半前にソフト案内のメールがきて、購入したような気もします。 



 でもホームページするには気になるので、説明をみました。 

 １年間ごとの契約です。ちょっと割り引いてくれるようです。 

 

 思い切って購入。さっそくダウンロード。 

 実行しようとしたら、ＮＴＴの予防プログラムを削除しましょうと 

 いってきたので、これはこのままにします。 

 

 古いマカフィのプログラムは自動的に削除されました。 

 アイコンも変わりました。内容がどう違うのかいまひとつ不明。。。 

 さっそくパソコンのチェックを開始しました。問題ないそうです。 

 

 ついでに、ミニパソコンにもダウンロード。３台可能です。 

 うまくいきました。古いＸＰはコードつなげてダウンロード。 

 ＩＥ７以上でないとインストールできないとのことで拒否されました。 

 

 ＸＰはエクセル編集専用機です。でも古い機種でもホームページ 

 が見れるか確認の役に立ちます。さっそくＩＥ８を無料インストール。 

 ＪＰＥＧ画像の開き方など変わってしまいました。 

 でも結局、マカフィはうまく入りませんでした。後日チャレンジしようと、、 

 

 ウイルス対策するとパソコンの動きが遅くなります。 

 しかたないのかも、、ＵＳＢ接続するだけでチェックするか聞いてきます。 

 サイトにはＭｃＡｆｅｅの安全検索窓がつきました。 

 グーグル検索していると、安全サイトにはチェックが入っています。 

 

 ちょうどＮＴＴのプログラムを最新にしないか連絡ありました。 

 無料なのでダウンロード。こちらもマカフィを削除しましょうと言います。 

 とりあえず、マカフィを削除せずにダウンロード。 

 いったいどうなるのでしょうか？ 

 

 

  

【3/13  スカイﾌﾟ登録しよう】 

 

 パソコンにはまだまだ知らない機能があります。 

 ネット回線で通話もできるようです。 



 無料だからスカイプ通信をしようと誘われました。 

 

 また新しいことにチャレンジするのぉー？と不安。。。 

 でもホームページの話などできるので、 

 取りつけることにしました。 

 さっそくスカイプのサイトにアクセス。 

 

 登録無料、通信もスカイプ同士は無料。なるほど、、 

 登録してアカントをもらいました。 

 説明文も読みます。どうすればよいのか。。。 

 

 そしてダウンロード。私のパソコンの設定変更を許可します。 

 データが入りました。青い「Ｓ」マークのアイコンがつきました。 

 クリックするとテストサービスの連絡先がでます。 

 

 試すことにしました。でも話ができません。 

 どうやら、マイクがいるようです。どんなマイクでもいいのか。 

 ｄｙｎａｂｏｏｋのマニュアルを探して調べます。 

 

 差し込み口はわかっていましたが、一応種類があるようです。 

 メモしてパソコンショップにＧＯ！ メモ忘れたよぉ。 

 カメラつきのセットを見て悩みます。 

 マイクだけのは今ないとのこと。 

 

 このセットにはマイクの絵もあるのでふたつ入っているのでは、、 

 さしこみの形も同じです。１２８０円。遠いので買うことに決定。 

 帰ってあけてすぐにセット 

 

 ＷＥＢカメラはＵＳＢに差し込みました。 

 マイクとイヤホンはそれぞれの差し込み口に入れました。 

 パソコンが自動判断で、接続ＯＫか聞いてきます。ＯＫでしょう。 

 

 テストサービスにアクセスして、１０秒間録音してもらいます。 

 すぐに私の声が流れてきました。接続良好とのことです。 

 これで安心して、スカイプ通話ができます。 

 



 でも番号などもないのにどうやってかけるのでしょうか。 

 電話番号にかけるのは有料だそうです。 

 

 スカイプ通話を誘ってくれた相手から、アカウントを教えてとメールあり。 

 英文字のみのアカウントを連絡します。 

 

 ３月１６日１５：００－１６：００の間と約束したのでただ待つことにしました。 

 まだ不安ですが、楽しみです。 

 

 

【3/14  お仕事用のホームページ】 

 

 ホームページ制作のお仕事早くしたいです。 

 今できることを考えます。初心者にテンプレートを 

 紹介してあげることです。 

 

 私でも制作できるようになった過程を 

 こうしてブログに書いています。多くの人が迷って 

 いると思うので、お役に立ちたいです。 

 

 実際に、制作依頼したらコストかかるし、毎月の運用費 

 も継続です。更新は依頼しなくてはいけません。 

 予算的にきつい人もいるはずです。 

 

 そういった人や、パソコンが得意な人は自分で 

 作るのがベストです。私もお薦めします。 

 まずパソコンもって、ネット接続して、テンプレートなくては、、 

 

 テンプレート使って何ができるのか、みんなに 

 ホームページで教えてあげようと作成を急ぎます。 

 いろんなものが掲載できるんですよぉー。 

 

 さらに、ＴｅｒａＰａｄ、ＪＴｒｉｍ、ＦＦＦＴＰが使用できます。 

 ドメインやレンタルサーバ、検索エンジン登録できます。 

 サイト分析やアフリエイトもできます。 

 



 私はみんなに教えてあげることで、仲間を作って 

 さらに情報交換できるようになればいいなと思っています。 

 収入が少ないので、サイドビジネスとして安定した収入にも 

 していきたいものです。 

 

 とにかく、今は一心不乱に自分なりに、 

 ホームページを作成しています。たまに、 

 山とチョウのホームページを更新してます。 

 できあがったら見てくださいね。きっとお役にたちます。 

 

【3/15  サーバー能力アップ】 

 

 ロリポップのコロリボプランでレンタルサーバしています。 

 山のホームページの容量が１．８ＧＢ越えたので変更を 

 考えていました。１３ＧＢまでのロリポプランです。 

 

 まだ重いデータ入れたいし、マルチドメインもする予定です。 

 コロリボプランは知らずに３つ契約していました。 

 さっそく、変更。残り１０ヶ月分の差額請求を支払いました。 

 

 すぐにプランが変更されました。 

 これでとりあえず安心です。 

 逆に容量がある分、早くたくさんのホームページを 

 作っていれなくては、、とあせります。 

 

 「山道歩の広島山口近辺の山行記録」は 

 名前を変更して「広島山口近辺の花を見ながら歩く登山記録」 

 に変更していました。 

 

 残った時間は、タイトル画像を作成するための写真選別です。 

 けっこう時間経ちますが、懐かしい写真ばかりです。 

 私のホームページからも見てもらえるようにしますね。 

 画像と文字の色を合わせるテスト用です。 

 

 タイトル画像はこのようなサイトにしました。 

 http://title.tateishi-cl.info/タイトル画像展示場 



 

【3/16  スカイプ通信しました】 

 

 今日はスカイプ通信をする日です。 

 ホームページ作成しながら、待っていました。 

 その間にもう一度おさらいです。 

 

 テストサービスにもまた接続しました。 

 マイクのボタンを押して話したら、 

 声が録音されないのがわかりました。 

 またＷＥＢカメラなくても、マイクだけで話ができました。 

 

 録音のこともかいてあったので、ついでにテストしました。 

 パソコンで眠っていたプログラムを起こして有効にします。 

 それでテストサービスにかけて録音。うまくできました。 

 

 録音は何かの役に立つかわかりませんが、 

 著作権のない音楽ダウンロードなどできそうです。 

 またホームページで声のメッセージをだせるかもしれません。 

 

 さて１５：００になりました。 

 わからないので、スカイプアイコンクリックして、 

 マイク接続して待機。  。。。緊張しますね。 

 １５：１０ベルがなりました。やはりびくっとします。 

 

 約８分間ですが、ホームページのことなど話すことができました。 

 グループで話すこともできるそうです。 

 音声は多少変わるのかもしれませんが、ゆっくり話しました。 

 

 通話終了後に、 

 相手にアカウントをリストに載させてと送信しました。 

 テストサーバとふたつのリストになりました。 

 私のプロフィールには写真を貼付しておきました。 

 

 ＷＥＢカメラもいつか使う時がくるでしょう。 

 いろんな機能が使えるようにチャレンジします。 



 

【3/18  タイトル画像のＨＰを作ろう】 

 

 年末の１２月３０日にＪＴｒｉｍを使ってタイトル画像を 

 作成しています。写真を整理してきたので、 

 よさそうな写真からタイトル画像作成します。 

 

 さっそく、横長にして切り取ります。 

 横幅は７７０、縦幅は感覚です。 

 保存は「.gif」でなく、今回は「.jpg」にしました。 

 

 タイトル画像が１５０枚できました。 

 この中から、さらに８０枚を選別します。 

 タイトル画像をテストする一覧ＨＴＭＬを作っていました。 

 

 番号を合わせて、さっそくプレビューします。 

 ８０枚が１つのページに並びます。 

 

 画像がでていないのは入力ミス。 

 リピートしているのは、横幅７７０の変更忘れ。 

 

 文字は「日本の自然」と入れています。 

 画像の色と合わないのは、変えてみます。 

 主に、黒、赤、白、青で決まります。 

 少し茶色や黄色や緑色を使用。 

 

 タイトル文字を上下にずらしたり、右に移動もできます。 

 この一覧表をさらに見直して、簡単なホームページにしようと 

 決意しました。サブドメインで見れるといいですね。 

 

 もう少し、タイトル画像を作って選んでから 

 アップしようと思います。 

 今日中にｉｎｄｅｘとページ１ ページ２はできました。 

 

 注意点がありました。 

 「.jpg」の保存だとおかしくなるのがあると言われた通り 



 ２枚、モザイクになっていました。 

 また１枚が別の位置のカットになっていました。 

 使用時には注意します。「.gif」の方がいいかも。。。 

 

 作成した画像サンプルサイトです。注意点も入れました。 

      title.tateishi-cl.info   タイトル画像の展示場 

 

 

【3/20 小項目の色使いについて】 

 

 大項目や中項目は「style」で文字の 

 色や大きさが指定されています。 

 h3 タグはひとつも使ったことがない状況です。 

 

 だから小項目は、、、最初に頭に記号をつけていますが、 

 全体を、紺色、茶色、紫色など使ってカラフルにしています。 

 色をたくさん使うのが大好きです。 

 

 でも講座では、みやすいホームページを作るために 

 色をたくさん使わないようにと教えてくれます。 

 

 うーん。ビジネスなら色を多くしないようにしますが 

 やはり趣味のホームページだと、カラフルにしたいです。 

 

 ■小項目は紺色 ●小項目は紫色と分けていましたが 

 すべて黒色に戻しました。マウスのダブルクリックで、 

 コピーしておいた色を貼りつけます。 

  

 プレビューしますが、どっか訂正忘れをしています。 

 １２ページすべてチェックしました。 

 色使いも早くに勉強できれば良いのですが、 

 これからいろいろ経験していくことと思います。 

    

  

 

 



【3/21 行間の細かい設定】 

 

 ホームページに文章を増やしていっています。 

 文字の大きさや色を変えて工夫をしています。 

 それでもやはり気になるのが、文章と枠の間です。 

 

 幅は空白と改行で工夫もできましたが、ちょっとした 

 ことでイメージと変わります。見栄え良くしたいですね。 

 

 やはり、みんながつかっている style=font-size:20px 

 とか style=line-height:150%といったタグを 

 使う必要がでてきます。たくさん使うとややこしそう 

 でもあり、めんどうでもありますが、、 

 

 単語登録してからは作業が早いけど、見栄えがどうなっている 

 かは、１回ずつプレビューしてみないとわかりません。 

 でもだんだん使い慣れてきます。 

 

 もともとパーツとセットにしておいたら良かったと反省しています。 

 文字の大きさ変えても、色変えても、リンクにしても 

 枠や文字の上下間隔と連動しています。 

 

 枠との間調整していたら、やはりタイトル画像の色が濃すぎて、 

 文字がめだたないのが気になります。 

 すぐに「JTrim」で、明るさ調整して、文字がめだつようにしました。 

 

 元の作業に戻って枠との調整します。 

 早くから間隔を気にしておけばよかったです。 

 空白で調整できたらいいのに、、と思います。 

 

 ページごとに調整をしていたらけっこう時間かかります。 

 同じような文章なら同じようにしておけばよいです。 

 何回もＨＴＭＬを「ＦＦＦＴＰ」で編集モードにするのも 

 ちょっとめんどうになってきました。 

 

 手間かけた分、見栄えがまたよくなってきました。 



 

 

【3/22  自作ホームページをチェック依頼】 

 

 趣味の山のホームページですが、 

 ちょくちょく何か更新しています。山登りも行っています。 

 他のパソコンではうまく見れているか心配になってきました。 

 

 講座のフォーラムには、自作ホームページを 

 チェックしてもらう依頼項目があります。 

 今まで、待っていましたが、決心して依頼することにしました。 

 

 タイトル画像を全ページ変更するまでは依頼待とうと 

 思っていたのですぐに、全ページ交換してチェックしました。 

 おそるおそるＵＲＬを貼りつけて送信しました。 

 

 全体の見え方、文書の書き方、などアドバイスしていただけます。 

 講座の受講生も見てくださるので、恥ずかしいものはだせません。 

 写真もよいものを選んだのですが、心配はあります。 

 

みんながチェックしてくれるので、アクセスが増えました。 

 アクセス解析でよくわかります。おもしろいですね。 

 すぐには意見を書いてくださる方はいませんので、、、 

 

 しばらく待つことにしました。 

 ブラウザの違いで、テーブル枠が重なっていたりしないように祈ります。 

 新しい技術を教えてくれる人がいたらうれしいですね。。。 

 

 

【3/23  中項目バー用の画像】 

 

 今日は外出です。 

 ミニパソコンをもってでました。 

 ホームページ作成はできません。 

 

 「ＪＴｒｉｍ」があるので、中項目バーを 



 自作することにしました。 

 最初はめんどうかなぁと思っていました。 

 

 大きさはｗｉｄｔｈ=580で作ることに決定。 

 縦幅は 28-32 くらいにしました。 

 まず色つきのバーをつくります。 

 

 次に頭のデザインを探したり、下の色線を作ります。 

 それらを連結して作成しました。 

 けっこう慣れたらつくれるもんです。 

 

 色は 赤色、青色、緑色、紫色、茶色、水色がメインです。 

 項目頭は、◆や★のような記号の他に 

 玉や模様のデザインを使うことにしました。 

 意外とどんどんバーができています。 

 眠くなってきました。この時しばらく 

 「gif」保存するものが、「png」保存になっていました。 

 あとでややこしそうです。 

 

 「JTrim」機能の、ブロック、ノイズ、立体、グラデーション 

 などは面白かったです。１００個くらいできました。 

 保存する名前に規則性がないのもあとで困りそうです。 

 

 明日は帰ってから、ホームページでどのように 

 表示されるか試そうと思います。 

 

  

【3/24  中項目のホームページ】 

 

 昨日たくさん中項目バー画像を作りました。 

 帰宅してから、さっそくホームページに掲載 

 してみたくなりました。 

 

 中からよいのを選んで試します。 

 どうせなら一覧で見れるように、素材のホームページ 

 にしてみようと思います。縦にずらーっと並べます。 



 

 中項目バーばっかしのページです。 

 １００本掲載しました。似たようなテーマに 

 分けてグループ化します。 

 

 文字を入れています。見え方をテストしています。 

 たまに赤字や青字にします。 

 頭記号は、★や◆なども使います。 

 

 見栄えが悪いのを１０個くらい削除しました。 

 新たに作りたいのもでてくるかもしれませんが 

 今は９０個ほど掲載しました。 

 

 プレビューすると画像のでていないのがあります。 

 「png」で保存したものが、間違った html入力されていました。 

 また、タグの)や>が消えているのがありました。 

 

 本当は、ホームページ本体をしなくてはいけないのに、、 

 中項目バーに夢中になってしまいました。 

 とりあえず、ブログは記入できました。 

 

 できあがったホームページをみなさんにも 

 見ていただこうと思います。 

 

 後日資料として公開したのがこれです。 

    中項目バーの例のページ林リンク 

 

 

【3/25  動画増えると重いです】 

 

 山のホームページに動画を少しずつ増やしています。 

 画像があると、見たい動画をすぐに見つけられるのでは 

 ないかと思って、表示しています。 

 

 画像サイズは５６０ｘ３１５。大きさは関係ないと思いますが、、、 

 動画画面を貼るたびに、プレビューで見るときに重く感じます。 



 なかなか表示されないので、次の作業まで手持ちです。 

 

 本当に動画が原因でしょうか。 

 でも動画がないページは早く処理できます。 

 １つくらいはあまり影響ありません。 

 

 うーん、、、どうしたものでしょうか。。。 

 せっかく撮影して見せてあげたい動画をセットできない 

 のでしょうか？何か方法はないだろうか？ 

 

 重くなるならとりあえず、掲載ページを少なくして、 

 アップの古い動画はひとつのページにまとめていこうと 

 思います。どの程度影響するかも考えながら、、、 

 

 こうやって考えると、動画はリンクを載せておいて、 

 ユーチューブに誘って、そこで見てもらえばいいかもしれません。 

 ただ画像がないのはちょっと寂しいけど、、 

 

 そうか！最新のものや、特に見てもらいたいものを 

 再生マーク入りで画像掲載しておけばいいのかぁ！ 

 そう思い浮かんだので、安心しました。 

 

 そのためには、リンク先も記録しておかないと 

 一回ずつユーチューブに調べにいくとロスになります。 

 今度はコードといっしょにもらっておこうと思います。 

 

 

 

【3/27  完成前のＨＰのチェック】 

 

 仕事用のホームページ、 

 初心者のためのホームページ作成のサイト。。。 

 そろそろ完成間際です。 

 

 早く公開したいけど、項目、色、文章など 

 チェックしなくてはなりません。 



 全体の見栄え、ページごとのつながり。 

 

  ※後日作成できたのがこれです。 

    ホームページ制作の素材サンプル のリンク 

 

 リンクもうまくいかなくては、、 

 うーん、、手直しが多くて忙しいです。 

 新しい文章も考えつきます。時間がいくらあってもたりません。 

 メルマガが届きます。読んでいると時間なくなります。 

 そんな時に、補助ＨＰの、ＪＴｒｉｍ画像、角丸表、中項目バー 

 を展示したものがなくなりました。えー。 

 

 あるはずですが、パソコンにはファイルが見つかりません。 

 さっきごみ箱は空にしました。確認してから。 

 おかしい。どうしよう。 

 

 ３日前にコピーしてるけど、４時間かけた中項目バー 

 のＨＴＭＬがないし、ネーム変えた画像約１００個も、、 

 必死です。ＵＳＢから古いのを引っ張りだしてフォルダー名調べます。 

 

 かたっぱしから調べますがどこに隠れたのか。 

 パソコンの検索で調べることにしました。 

 今ＵＳＢから移した古いのがでてきます。 

 

 何回かやっていると、同じフォルダー名がふたつあり 

 それを引っ張りだすと、デスクトップにでてきました。 

 とりあえずありました。でもどこにあったのだろう？ 

 

 こんなことをしながら修正を繰り返して形を整えます。 

 明日くらいには補助ＨＰを完成させてＦＦＦＴＰで送信しよう。 

 そうすれば、サーバーにデータが保存できるので安心だ。 

 もうひとつ何か項目がほしいなぁ。あとで考えよう。 

 

 ホームページの修正は png画像に枠をつけて見やすく 

 したりしました。 趣味のホームページ作りのアピールだから 

 多少色が多いのはよし。。 眠くなったので明日にしよう。 



 

 あと動画を見てもう少し勉強しましょう。 

 ブログも今書きました。 

 

 

【3/28  テンプレート紹介のＨＰ完成間近！】 

 

 趣味の仲間を増やすためのテンプレートを 

 紹介するホームページの完成がもうすぐ！ 

 かなり満足できる大作のホームページができました。 

 

 細かいチェックもしていますが、細かいのは 

 公開してからでもいいかもしれません。 

 色はなるべく質素にしていますが、黒、青、赤、茶色 

 を多く使っています。画像も入っています。 

 

 画像といえば、タイトル画像の展示場を公開しましたが 

 今日はホームページ作成素材のサイトも公開しました。 

 検索エンジンにはかけていませんが、、、 

 

 角が丸い表、「ＪＴｒｉｍ」での画像作成例、中項目バー、 

 ｗｉｄｔｈ=580 の画像などを掲載している参考サイトです。 

      hppt://tateishi-cl.info ホームページ作成素材のサイトです。 

       みんなの参考になればいいなぁ。。。 

 

 さて本題の大作のテンプレート紹介サイトはまだもう少し追加が必要 

 でも検索エンジンまだかけないので、後からサーバーに送ります。 

 

 まだブログへのリンクがうまくいきません。 

 補助サイトとのリンクはうまくいっているので、本番で試したいです。 

  

 今日は少し風邪ぎみだったから、いまひとつ進みませんでした。 

 明日また頑張ります。 

 

 

 



【3/29  ブログゥのチェック】 

 

 昨年１１月後半からぶろぐぅを書いています。 

 ホームページ作成の経験がみんなの役にも 

 立てるように、記録に残しておかなくては、、、 

 

 でも忙しいとブログを書くだけでも手一杯です。 

 書き方を統一したかったのですが、後でチェック 

 しようと思っていたら、今日がきました。 

 もう書いているのだから早いと思うのですが 

 けっこう文章直したりして手間がかかります。 

 ２時間かけて２０記事チェックしました。 

 

 けっこうくたびれますねぇ。。。 

 残りはまた少しずつして、今のブログに 

 追いつこうと思います。 

 

 ホームページ作成のサイトがわかりやすいように 

 リンクもつけました。トラックバックも受けるにしました。 

  

 その他にも今日は昨日 FFFTP で送信した 

 ホームページ作成の紹介のホームページを 

 チェックしなくては。。。 

 

 あるべきドメインにホームページがありません。 

 昔の画像がでてきます。 

 よく調べると、テスト用のサブドメインに入れていました。 

 

 細かい問題はけっこう多いです。 

 １６ページは枠がサイドバーに少しかかっているし、、 

 ブログのリンクがうまくいっていなかったけど 

 「"」がひとつなかったので、つけたら直りました。 

 

 メールでテストサブドメインを伝えて、見てもらいました。 

 全体の見栄えは問題ないようです。 

 



【3/30  ブログゥチェックの続き】 

 

 ホームページ制作に詳しい人に、山の 

 ホームページを見ていただきました。 

  

 サイドバーには広告貼らない方がいいそうです。 

 バックのイメージを統一した方が、同じサイトと 

 わかるのでいいそうです。変えて楽しんでいましたが、、 

 

 文字の大きさもだいたい揃える、色もあまり多く 

 しないなど、いろいろまだ考えることがあります。 

 ビジネス用のホームページはシビアでしょうね。 

 

 今日は、指摘の修正のあと、メルマガチェックして 

 さきほどまで、昨日の続きで、ブログゥのチェックです。 

 誤字や脱字がいくつかありました。 

 

 横の長さが気になります。 

 長くなりすぎないように注意しています。 

 「。」も忘れないように付け足しました。 

 

 今日はここまでにします。 

 明日もまだチェックがあります。 

 

 

  


