
「My Photo Album」 WEBサイトを作成しよう（Classic EDitor） 

ブログサイトを作成しよう（投稿ページを前面に表示） 

■URL：mitsugi.main.jp/wordpress/ 

 

 

■ブログサイトの仕様 

タイトル カテゴリー パーマリンク テンプレート アイキャッチ画像 

ダリア園 花、ダリア ダリア園 Fuull Width 要 

巾着田 花、曼殊沙華 巾着田 Fuull Width 要 

高麗神社 神社 高麗神社 Fuull Width 要 

吹割の宅 滝 吹割の滝 Fuull Width 要 

八ッ場ダム ダム 八ッ場ダム Fuull Width 要 

 

■投稿ページの入力欄フォーマット 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一段 SightOrigin Editor(概要) 

第一段 SightOrigin Editor(TouTube挿入コード) 

第一段 SightOrigin Editor(Smart Slider ショートコード) 

http://mitsugi.main.jp/wordpress/


■ブログ用テキストと YouTube埋め込みコード 

１．ダリア園 

➊概要 

両神山（りょうかみさん）のふもと、小鹿野町両神薄の山あいにある「両神山麓花の郷 ダリア園」は

関東一の規模を誇ります。 

広さは 10,000平方mに約 300種類・5,400株のダリアが植栽されています。 

赤や白、黄色など色とりどりの花色で、大きい花では直径 30センチにもなります。  

➋Youtube埋め込みコード 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/Az1kKkcfNto" title="YouTube video 

player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; 

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" 

allowfullscreen></iframe> 

➌URL: https://www.youtube.com/watch?v=Az1kKkcfNto 

 

２．巾着田 

➊概要 

地元では川原田と呼ばれている。8世紀にこの付近に移り住んだ高句麗からの渡来人が、大きく湾

曲した高麗川を利用してこの地を開墾して田を作り、稲作を伝えたと言われている[要出典]。  

昔は文字通り水田が広がり、その面積は約 17ヘクタール（17万平方メートル）に及んでいた。昭和

40年代に当時の日高町が巾着田を取得し、昭和 50年代～60年代ごろに草藪の草刈りをしたと

ころ、大規模なヒガンバナ （彼岸花、曼珠沙華）の群生が見られるようになり、報道が始まったこと

で、有名スポットとなった。河川の蛇行や氾濫により上流部から土砂とともに球根が流れ着いたも

のと考えられている。1996年には日本一の木製トラス橋「あいあい橋」が完成した。  

➋Youtube埋め込みコード 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/tyxa0HSjbFI" title="YouTube video 

player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; 

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" 

allowfullscreen></iframe> 

➌https://www.youtube.com/watch?v=tyxa0HSjbFI&t=18s 

 

３．高麗神社 

➊概要 

現在の埼玉県日高市の一部および飯能市の一部にあたる高麗郷および上総郷は 716年に武蔵国

高麗郡が設置された地である。中世以降、郡域が拡大し、日高市・鶴ヶ島市のそれぞれ全域と、飯能

市・川越市・入間市・狭山市のそれぞれ一部が高麗郡の範囲となった。668年に唐・新羅に滅ぼさ

れ亡命して日本に居住していた高句麗からの帰化人を朝廷はこの地に移住させた。703年には高

麗若光が朝廷から王姓が下賜されたという話が伝わっている。高麗若光が「玄武若光」と同一人物

ならば、高句麗王族の一人として王姓を認められたということになる。この高麗若光も朝廷の命に

より高麗郡の設置にあたって他の高句麗人とともに高麗郡の地に移ってきたものと推定されてい

る。  



➋Youtube埋め込みコード 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/juJl7aWudHY" title="YouTube video 

player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; 

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" 

allowfullscreen></iframe> 

➌https://www.youtube.com/watch?v=juJl7aWudHY&t=27s 

 

４．吹き割の滝 

➊概要 

900万年前に起こった火山の噴火による大規模な火砕流が冷固した溶結凝灰岩が片品川の流れ

によって侵食されてできたV字谷にかかり、そこに向かって三方から河川が流れ落ちるその姿から

「東洋のナイアガラ」と称されている[1]。  

近くには「鱒飛の滝」がある。高さ8メートル、幅6メートルの滝で、遡上してきた鱒がここを越える

ことができずに止まってしまうことから、かつては「鱒止の滝」と呼ばれていた[1]。  

川沿いには遊歩道も整備されており、その入り口には沢山の土産物屋があり、観光シーズンには多

くの観光客であふれる。道の途中には、般若の形に削られた般若岩が立ちはだかる。 

➋Youtube埋め込みコード 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/D_Eg9dCMCDQ" title="YouTube 

video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; 

clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" 

allowfullscreen></iframe> 

➌https://www.youtube.com/watch?v=D_Eg9dCMCDQ５．八ッ場ダム 

 

５．八ッ場ダム 

➊概要 

吾妻川流域の多目的ダム建設計画は、1949年（昭和 24年）に経済安定本部の諮問機関である治

水調査会の答申に基づき建設省（現・国土交通省）によって手掛けられた「利根川改訂改修計画」に

おいて、利根川に 10箇所のダムを建設する利根川上流ダム群計画に準拠しており、カスリーン台

風級の水害から首都・東京及び利根川流域を守るために 1952年に計画発表された。  

➋Youtube埋め込みコード 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/lID4zbnJPTY" title="YouTube video 

player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; 

encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" 

allowfullscreen></iframe> 

➌URL: https://www.youtube.com/watch?v=lID4zbnJPTY&t=776s 

 

 

 



まず最初に 「ダリア園」の投稿ページ」を作成します 

同じフォーマットの 5つの投稿ページを効率的に作成するためには、「ダリア園」の投稿ページを作

成し、それを原本として複製し、中身を入れ替えると完成です。 

 

手順０：自分のブログサイトの進捗具合を見直してください（修正しながら完成させます） 

 

手順１：５つの投稿ページの写真をメディアライブラリーにアップロードします 

 

手順２：Smart Sliderで、5つの Sliderを作成し、ショートコードをメモしておきます 

 

➊操作フロー 

Menu:【Smart Slider】➡【ダッシュボード】➡【GotoDashBoad】➡【NewProject】➡ 

 

【Start With a Template】➡【Gradiant Slider IMPORT】➡Slide1,2,3を削除 

 

➡【スライドを追加】➡【画像クリック】➡メディアライブラリーから画像選択 ➡ 

 

一般設定内の名前を入力し、ショートコードをメモする ➡Size内の幅 1200,高さ 900に設定             

 

➡自動再生内の自動再生をON ➡【保存】➡作成終了 

 

手順３：カテゴリーを登録します（花、神社、滝、ダム、ダリア、曼殊沙華） 

 

手順４：ダリア園ページを作成します 

➊操作フロー 

Menu:【投稿】➡【新規追加】➡タイトルにダリア園と入力  ➡【ぺージビルダー】➡ 

 

【列を追加】➡【ブロックを 2から 1列にする一列】➡【挿入】➡【ウィジェット追加】➡ 

 

空のブロックに SiteOrigin Editorを選択して追加する ➡空の入力欄を表示 ➡【終了】➡ 

 

SiteOrigin Editorを重複で 2枠増やし合計 3枠にする➡1枠目にダリア園の概要をコピペ 

 

➡2枠目のテキスト内に、YouTube挿入コードをコピペ➡3枠目にショートコードをコピペ➡ 

 

カテゴリーは、花、ダリアをチエックし、他は外す➡アイキャッチ画像を挿入 ➡ 

 

テンプレートは Full Width no Sidbarにすることを忘れずに➡プレビューで確認➡ 

 

【公開】➡作成終了 

 

http://mitsugi.main.jp/wordpress/2023/01/22/%e3%83%80%e3%83%aa%e3%82%a2%e5%9c%92-2/


手順５：投稿一覧の中にダリア園が出来ていますので、複製ボタンで 4ページ複製する 

無い方は、プラグイン：Yoast Duplicate Post をインストールしてください 

 

手順６：複製ページを【編集】クリックで開き下記項目を差し替えて【公開】する 

➊タイトル入れ替え 

➋ブロック内の１段目は、概要を入れ替え 

➌ブロック内の２段目は、YouTube挿入コードを入れ替え 

❹ブロック内の３段目は、ショートコードを入れ替える 

❺カテゴリーを入れ替える 

❻アイキャッチ画像を入れ替える 

【プレビューで確認】➡【公開】➡処理終了 

 

企業サイトを作成しよう（固定ページを前面に表示） 

 

■ブログサイトと企業サイトの違い  

➊私見ですが「ブログ」とは、限りなくプライベートな内容の記事で作成された投稿だけ  

で、構成されているホームページをいう。  

そのために、トップページには最新の投稿が表示されます。  

 

➋企業サイトとは、固定ページを主としたホームページで、そのために固定ページの主

である HOME が最初に表示され、投稿ページはサイトの陰に隠れています。  

  投稿に内容は、新製品の紹介や展示会案内等・・・・・  

 



■ブログと企業サイトの表示設定の方法  

 

※WEB サイトの開発や作成中は検索エンジンでの表示にチエックマークを入れること  

 

手順１：名前が「HOME」という、内容が空の固定ページを作成する  

 

手順２：名前が「ブログ」という、内容が空の固定ページを作成します  

 

手順３：上記画面のホームページ表示を固定ページにし、ホームページに HOME を  

投稿ページにブログを選択します  

 

手順４：企業サイトに必要な固定ページ（名前だけで良い）を作成する  

例：会社概要、社長メッセージ、役員紹介、沿革、地図、お知らせ、お問い合わせ  

 

手順５：ナビゲーションメニューを作成する（メニューは固定ページのためにある）  

 

 

■HOME というトップページをブロック化しデザインしよう  

１．お知らせ  

２．アイキャッチ画像で会社の本社ビルを見せる  

３．会社概要を写真や動画で見せる  

４．最新の投稿ページを上位 10 件ぐらい Carousel Slider で見せる  

５．同業他社のサイトを参考にしたり、デザインが気に入ったテーマを探し入れ替える  

 

 

 

 

 

 

 



WordPress 活用研究会（仮称） 

■「My Photo Album」を完成させる  

■独自ドメインを取得し、セキュリティ強化（https:・・・・・）  

■自分の作成したい WEB サイトの相談が出来ます（テーマ探し方と選び方）  

■スマホで撮影した写真や動画をパソコンに取り入れる  

■写真や動画の編集ソフトの使い方及び YouTube&Vimeo へのアップロード  

■時間があれば、ZOOM 入門  

 

 


