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WordPress「心囲碁」サイトの使い

方 

　 
講師:　三上俊治   (dSenior.jp) 

開催場所：西新宿会議室 

日時：2020年1月4日　13:00～17:00 
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1.1  WORDPRESSのインストール 

好きなデザインテンプレート（テーマ）を自由に選べるWordPress 

かつてはホームページをデザインするのに、自分でHTMLでコーディングしなければなりませんでした。い
までは、WordPressのテーマがさまざまなデザインテンプレートを用意してくれますから、それをユーザー
が選ぶだけで、デザインを自由にカスタマイズすることができます。CSSの知識があれば、さらに凝った
デザインのホームページを簡単に作成することができます。 

必要なのは、WordPressをインストールするために、レンタルサーバーを利用することです。レンタルサー
バーには、月額500円の格安サーバーから、数千円もするビジネス用のものまで多数あります。その中で、
一般個人向けで料金がリーズナブルで、高速かつ信頼できるレンタルサーバーといえば、「エックスサー
バー」（XServer)がいちばんのおすすめです。多くのプロ・ブロガーもエックスサーバーを利用していま
す。私もエックスサーバーを愛用していますが、料金、容量、スピード、信頼性、充実したサポート、いず
れをとっても満足のいくものです。独自ドメインを利用する場合でも、同社の運営する「エックスドメイ
ン」が利用できますから、WordPressで面倒なドメイン設定も簡単にできます。 

エックスサーバーの場合 

エックスサーバーでは、WordPressのインストールに先立って、サーバーパネルの「ドメイン設定」や「サ
ブドメイン設定」で、ドメインやサブドメインの設定を行っておくことが必要です。 

サブドメインの設定 

1．インフォパネルへのログイン 

エックスサーバーでは、ほとんどの設定を「インフォパネル」で行うことができます。まずは、サーバー
に登録したユーザーIDとパスワードを入力して、インフォパネルにログインします。 

登録してある「サーバーID」の「サーバー管理」ボタンを押して、サーバーパネルに入ります。 

ドメイン（例えば、http://kokoroigo.siteなど）だけを使う場合には、サーバーパネルの「ドメイン設定」だ
けでいいのですが、一つのドメインで多数の「サブドメイン」（例えば、http://taishin.kokoroigo.siteな
ど）を運用したいという場合には、「サブドメイン」の設定を事前に行っておく必要があります。 

サブドメインの設定方法は、次の通りです。 
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2．サブドメインの設定 

パネルの中から、「サブドメイン設定」を選びます。 

すると、下のようにドメイン選択画面が表示されます。ここでは、kokoroigo.siteというドメインにサブド
メインを設定することにします。 
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kokoroigo.siteの右側の「選択する」をクリックします。すると、下のように「サブドメイン設定」画面が
表示されます。このドメインにはまだサブドメインは一つも設定されていません。 

そこで、wordpress.dsenior.jp というサブドメインを設定したいと思います。このサブドメインには、本
ワークショップも含めて、WordPress作成に関するブログを入れる予定です。 

そこで「サブドメイン設定追加」タブをクリックして、「サブドメイン名」と「コメント」（空白でもか
まいません）を入力します。コメントは全角10字以内という制限があります。そのあと、「確認画面へ進
む」ボタンをクリックします。 

確認して間違いなければ「追加する」ボタンをクリックします。これで、wordpress.dsenior.jpというサブ
ドメインが設定されました。 

http://wordpress.dsenior.jp
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データベースの設定 

次に、WordPressインストールに必要なデータベースを設定します。いきなりWordPressをインストールす
ると、データベースが自動的に作成されるのですが、それだとデータベース名がサーバー側の設定で自動的
にランダムな名前が割り振られてしまいます。あとでデータベースを参照するときに、どのブログのデータ
ベースだったかが分からなくなります。そこで、WordPressのインストール前に、分かりやすい名前のデー
タベースを設定することをおすすめします。 

データベースの設定は、サーバーパネルの「MySQL設定」メニューで行います。 

「MySQL追加」タブをクリックし、MySQLデータベース名を入力します。ここでは、WordPressサブドメ
インにWordPressをインストールするのに使うデータベースなので、「wordpress」というデータベース名
を入力します。文字コードは、初期値の「UTF-8」のままでOKです。そこで、「確認画面へ進む」ボタン
をクリックします。 
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「MySQLデータベースを追加しますか？」という画面で、データベース名を確認して、「追加する」ボタ
ンをクリックします。これで、multilingue-wordpressという名前の空のデータベースが作成されました。 

次に、このデータベースにアクセスする権限をもったユーザーとパスワードを設定しておく必要がありま
す。それには、最後の画面で、MySQLユーザ一覧からユーザを選択して、データベースのアクセス権を与
えるか、新たにMySQLユーザーを追加して、このユーザーにアクセス権を与えるか、いずれかの方法を選
択します。 

理想的には、一つのデータベースごとに新たなユーザーを追加するのがベストですが、多くのユーザ名を
設定するのは煩わしいですから、別のブログで用いたユーザ名を使うのは悪い選択ではありません。ただ
し、不正アクセスを防止するためにも、パスワードは絶対に盗まれないように気をつけてください。 

ユーザーの割り当てには、「MySQL一覧」タブをクリックして、データベースにユーザーが設定されてい
るかチェックします。multilingue-wordpressにはまだユーザーが設定されていないことがわかります。 

そこで、ここではMySQLユーザーを新規作成して、このデータベースのアクセス権者に指定したいと思い
ます。それには、「MySQLユーザ追加」タブをクリックして、MySQLユーザIDとパスワードを作成します。 

MySQLユーザーID名はmultilingue_のあとに4字以内の英数字しか認められていませんので、ここではmkky
としました。これでOKなら「確認画面へ進む」をクリックし、「追加」ボタンをクリックすれば、新しい
ユーザが作成されます。 
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そこで、再び「MySQL一覧」タブをクリックし、「アクセス権未所有ユーザ」の一覧から、
multilingue_mkkyを選んで、「追加」ボタンを押します。すると、左の「アクセス権所有ユーザー」一覧
に、multilingue_mkkyが追加されているのが確認できます。これで、WordPressをインストールする準備が
整いました。 

WORDPRESSのインストール 

さて、いよいよWordPressをインストールするところまで来ました。エックスサーバーでは、WordPressを
簡単にインストールするメニューが用意されています。サーバーパネルの「WordPress簡単インストール」
がそれです。 

WordPress簡単インストールのメニューを開くと、WordPressをインストールするドメインを聞いてきます
ので、インストールしたいドメインを「選択する」をクリックします。ここでは、dsenior.jpドメインを選
択します。 
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このドメインには、すでにWordPressを一つインストールしています。http://dsenior.jpというURLに「ｄ
Seniorの買っちゃいました」というブログを作成しているのです。下の画像には、「インストール済み
WordPress一覧」でサイトURLが載っています。 

今回は、さきに作っておいたサブドメイン wordpress.dsenior.jp にWordPressをインストールします。それ
には、「WordPressインストール」タブをクリックします。すると、「サイトURL」「ブログ名」「ユーザ
名」などを入力する画面が表示されます。サイトURLの欄をクリックすると、候補が表示されます。すで
にサブドメインを設定してあれば、ここにwordpress.dsenior.jpというサブドメインが表示されるので、こ
れを選択します。もし表示されなければ、まだサブドメインを作成していないので、別メニューでサブド
メインの設定をしなければなりません。 

WordPressインストール画面で入力しなければいけない情報は、「サイトURL」「ブログ名」「ユーザー
名」「パスワード」「メールアドレス」「データベース」などです。ブログ名はいつでも変更が可能です。
ユーザ名とパスワードはWordPressの管理画面にログインするときに必ず必要になるので、メモしておきま
しょう。メールアドレスも、万一パスワードを忘れたときなどの通知先に必要になりますから、すぐに
チェックできるメアドを指定します。最後のデータベースは初期値は「自動で生成する」になっています
が、ここでは先ほど設定したwordpressという名前のデータベースを指定し、データベースユーザ名と明日
ワードも、さくほど設定したものを指定します。 

これだけ入力したら、「確認画面へ進む」ボタンをクリックします。 

http://wordpress.dsenior.jp
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次のような確認画面が表示されます。 
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画面の下に「インストールするとindex.htmlが削除されます」という注意書きが表示されますが、
index.htmlが残っていると、WordPressは正しく表示されないことがあるので、これは無視してけっこうで
す。WordPressでは、その代わりにindex.phpというファイルを生成し、ウェブブラウザでは、このファイ
ルを読み込んでブログを立ち上げるようになっています。「インストール」ボタンをクリックすると、
WortdPressのインストールが実行されます。成功すると、次のような画面が表示されます。 

WordPressのブログを作成するには、「管理画面URL」にアクセスする必要があります。このURLを必ず
ブックマークしておきましょう。 

WordPress管理画面の使い方 

ここからは、さくらサーバー、エックスサーバーなどに関わらず、WordPressに共通のフォーマットになり
ます。WordPressでホームページを作成するには、ドメイン名/wp-admin/にアクセスしてログインします。 

上のようなログイン画面が表示されますので、WordPressインストール時に設定したログインIDとパスワー
ドを入力して、「ログイン」ボタンをクリックします。 
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すると、次のような管理画面（ダッシュボードとも言います）が表示されます。WordPressに関する各種
の設定や投稿/固定記事の作成、編集はこの画面で行います。 

この画面からログを表示させてみましょう。それには、左上の「ｄシニアのためのWordPress入門」とい
うタイトル部分にカーソルをもっていき、「サイトを表示」をクリックします。 

すると、下のように、なにも設定しない状態でのブログのトップページが表示されます。URLでは、 
http://wordpress.dsenior.jp　になります。 

http://wordpress.dsenior.jp


ページ12

デザインもなく、メニューもない無味乾燥なデザインですね。絵画でいえば、これは真白なキャンバスの
ようなもの、部屋でいえば、家具も装飾もない空の部屋といえるでしょう。 

1.2  WORDPRESSテーマの選定とインストール 

WordPressのいちばん得意とするところは、数多くの有料、無料の「テーマ」（デザイン・テンプレー
ト）の中から自分に合ったものを選んでインストールすることによって、簡単にホームページやブログの
デザインを自由自在に設計したり、変更したりすることができるということです。 

あまりにも多くのテーマがあるので、一体どれが一番いいのか迷ってしまいます。これまでの経験から、
2020年1月時点でいちばんおすすめのテーマを無料、有料それぞれ1つずつ紹介したいと思います。無料の

テーマでは、「Cocoon」というテーマが断然おすすめです。有料テーマになると、すばらしいものがたく
さんあって一つに絞るのが難しいですが、価格が手頃でデザインがすばらしく、使いやすいテーマとして
は「SANGO」、「Affinger5 (WING)」、「TCDのテーマ」でしょうか。いまあげた3つのテーマは、どちら
もSEO対策やAffiliate対応がしっかりしているので、いわゆる「アフィリエイト」でお金儲けをする場合に
もぴったりのテーマです。 

「心囲碁」のサイトでは、縦書きのヘッダーやスケジュール管理機能が充実したTCD の「MIKADO」とい
うテーマを採用することにしました。 

テーマのインストール 

次にWordPressの管理画面に戻って、このテーマをインストールします。サイドバーの「外観」をクリック
し、サブメニューの「テーマ」をクリックします。 

 
 

すると、テーマの新規追加画面が表示されます。この画面には、最初からインストールされている
WordPressのTwenty Twentyなどの「オリジナルテーマ」がいくつか並んでいます。いずれもWordPress開発
者が提供している英語サイトです。これらは無視して、「MIKADO」を新規追加したいと思います。 
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「新しいテーマを追加」ボタンをクリックし、パソコンやタブレットに保存しておいたMIKADOのテーマ
ファイルをインストールします。 

アップロードしたら、「有効化」リンクをクリックしてインストールを完結させます。 

これによって、最初のTwenty Twentyテーマに代わって、MIKADOが新しいテーマとして有効化されまし
た。 

WordPressのテーマは、一度インストールしても、またいつでも削除することができます。また、新たな
テーマファイルをインストールすれば、別のテーマと切り替えることも簡単にできます。 

ただし、新しいテーマに切り替えると、前のテーマで使っていたショートコードやプラグインが新しい
テーマでは使えないこともありますから、あまり頻繁にテーマを切り替えることは避けたほうが賢明で
す。 
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これでMIKADOテーマによるホームページ作成の準備が整いました。とりあえず、もう一度「サイトを表
示」でトップページのデザインがどうなったかを確認しておきましょう。 

MIKADOは、縦書きのメニューが特徴です。まだタイトルのログ、ヘッダー、グローバルメニュー、サイド
バーの見出しや項目、フッター、カラー、文字フォントなど、「カスタマイズ」はこれからという状態で
す。 

WordPressには、画面のカスタマイズをするためのメニュー（テーマカスタマイザー）が用意されていま
す。管理画面の「外観」⇒「カスタマイズ」をクリックすると、カスタマイザーのメニューを表示させる
ことができます。 

けれども、WordPressテーマの中には、独自の画面でさまざまなカスタマイズを一括して行うことができ
るようにしているものが少なくありません。MIKADOもその一つで、管理画面（ダッシュボード）で「TCD
テーマ」をクリックすると、カスタマイズをこの画面だけで行うことができるようになっています。 
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この設定をいろいろといじるだけで、ホームページのデザインを自分好みのものに一変させることができ
ます。試しに、いろいろといじって「サイトの表示」で効果をチェックしてみてください。 

1.3   グローバル・ナビ・メニューの作成 
　WordPressでブログやホームページをつくる場合、最初にしておきたいのは、「グローバル・ナビ・メ
ニュー」の設定です。これは、サイトを訪問したユーザーにサイトの内容構成を案内する役割を果たすと
同時に、見たいページに素早くアクセスできるというメリットがあります。また、ブログを作成する側か
らいえば、どんなコンテンツのページを作成するかというプランを立てやすくなります。 

グローバルナビメニューの項目は、「カテゴリー」、「固定ページ」、「ハイパーリンク」（カスタムリ
ンク）など、目的に応じてさまざまなタイプのページを指定することができます。 

WordPressでは、ふつう、カテゴリーをメニュー項目に設定することが多いのですが、MIKADOテーマの場
合、カテゴリーをメニューにすると、カテゴリーページのヘッダー画像を自由に設定することができませ
ん。そこで、「心囲碁」サイトでは、「固定ページ」をメニュー項目として設定することにしました。ち
なみに、MIKADOのでもサイトでも、メインメニューには「固定ページ」を、サブメニューには「カテゴ
リー」を割り当てています。「心囲碁」サイトでも、MIKADOのデモサイトに準拠したグローバルナビメ
ニューを設定することにします。 
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メインメニューとサブメニューにどのような項目を設定するかは、ウェブサイトのコンテンツをどのよう
な構成で載せるかに関わっています。これを「ウェブサイトの内容構成プラン」と呼ぶことにします。
ウェブサイトを構築する際には、あらかじめ、運営責任者がエクセルなどのソフトを使って、このプラン
を作成するのがベストです。「心囲碁」サイトでは、木谷さんが次のような内容構成プランを作成しまし
た。非常に壮大かつ緻密な構成プランです。 

囲碁のまち大船渡　心の碁　サイバー船「心号」　　囲碁のまち大船渡実行委員会

メイン・メニュー サブ・メニュー

1 囲碁のまち大船渡

1 取組みの経過

1 前史～阪神淡路大震災（1995.1.17)

2 東日本大震災（2011.3.11)～宮城県南三陸町

3 「囲碁のまち大船渡」へ（2014年～）

2 碁石海岸で囲碁まつり

1 第１回囲碁まつり（2014年）

2 第２回囲碁まつり（2015年）

3 第３回囲碁まつり（2016年）

4 第４回囲碁まつり（2017年）

5 第５回囲碁まつり（2018年）

6 第６回囲碁まつり（2019年）

7 第７回囲碁まつり（2020年）

3 三大棋戦の開催

1 2018年棋聖戦第四局

2 2019年本因坊戦第一局

3 2020年名人戦第三局

4 持続的復興と振興

1 囲碁神社

2 音楽神社

3 三鉄「囲碁列車・音楽列車」

4 被災地の連携

5 持続的な復興と振興に向けて
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2 囲碁の世界

1 囲碁、四千年の歴史

2 囲碁の力

・心と脳を育てる

・人をつなぐ

・「壁」を超える

3 ルール、道具、教材

1 ルール：世界で一番簡単

2 道具（碁盤）

正規の碁盤

小碁盤

アイゴ（視覚障がい者用）

3 テキスト

入門テキスト、問題集

4 「純碁革命」 ※内容は王銘琬九段とご相談

1 「純碁」とは何か～10分で碁が打てる

2 純碁アプリで、さあ練習 リンク

3 「７０億人の囲碁ファン」へ

5 各地の取組み

1 日本棋院支部 リンク

2 平塚 リンク

3 大森 リンク

4 川越 リンク

5 藤沢

6 彦根

7 目白

8 練馬

9 福岡 リンク

# 地獄谷温泉 リンク

6 日本棋院～囲碁の総本山 リンク

7 「ヒカルの碁」全局 リンク
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3 迫りくる巨大地震　※中林先生ほかのご協力を得て作成

1 日本崩壊～世界最貧国へ

1 首都直下地震

2 南海トラフ地震

3 巨大台風

2 首都防災ウィーク リンク

1 第１回首都防災ウィーク（2013年） 冊子

2 第２回首都防災ウィーク（2014年） 冊子

3 第３回首都防災ウィーク（2015年） 冊子

4 第４回首都防災ウィーク（2016年） 冊子

5 第５回首都防災ウィーク（2017年） 冊子

6 第６回首都防災ウィーク（2018年） 冊子

7 第７回首都防災ウィーク（2019年） 冊子

8 第８回首都防災ウィーク（2020年） 冊子

3 コンガラをどうする？ リンク

4 様々な取組み

1 東京いのちのポ―タルサイト リンク

2 暮らしと耐震協議会 リンク

3 土木学会 リンク

4 建築学会 リンク

5 廃棄物学会 リンク

6 ・・・

4 障がいを持つ人々

1 盲学校・視覚障がいと囲碁 リンク

1 視覚障がい者碁盤アイゴ

2 柿島光晴の世界

3 全国盲学校囲碁大会

2 高次脳機能障がいと囲碁

1 高次脳機能障がいとは何か？

2 高次脳機能障がい改善への囲碁の効果

・ケーススタディ
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・アンケート調査の結果

3 高次脳機能障がいと囲碁の会（大森）

4 いわて高次脳機能障害友の会イーハトーヴ リンク

5 調布ドリーム リンク

6 好事囲碁の会（平塚）

7 ・・・

3 聴覚障がいと囲碁

4 発達障がいと囲碁

5 重度肢体不自由と囲碁

6 知的障がいと囲碁
進和学
園

5 認知症と囲碁
1 認知症の予防と改善への囲碁の効果
2 飯塚あい先生の研究

3 私たちのアンケート調査

4 全世界への波及

6 心の唄

1 心の唄コンサート（1～9回）

2 鎮魂のピアノ＆心の唄（首都防災ウィーク）

3 高次脳機能障がいと囲碁＆心の唄（大田文化の森）

4 未来へ

7 国際文化交流

1 韓国との囲碁交流~２１世紀の朝鮮通信使

2 台湾盲学校との交流

3 ヴェトナム盲学校との交流

4 ・・・

8 ※年間行事、将来予定、過去実績

9 ※検索エンジン使用

10 ※相互リンク依頼　　検索エンジン使用

11 「乗組員」の部屋（ペンネームも可）　検索エンジン使用

※内容は各人の責任。本人はいつでも投稿の削除、部屋の削除ができる。

12 会員限定の交流サイト
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グローバルナビメニューの構成 

MIKADOのトップページには、縦書きのグローバルナビメニューを表示させることができます。そこで、上
記プランの1～12のメインメニューをトップページ縦書きメニューとすることにしました。完成画面は、下
記のようになっています。 

 
YouTube動画を背景に、大きなヘッダーロゴの右に、白抜きの縦書きメニューが並んでいます。いずれかの
メニューをクリックすると、固定ページのメニュー紹介ページが表示されます。画面上の横書きナビメ
ニューにカーソルを置くと、サブメニューが表示されます。見たいサブメニュー項目をクリックすると、
サブメニューのコンテンツにアクセスすることができます。 

サブメニューの表示方法には、「メガメニューA」「メガメニューB」「ドロップダウンメニュー」の3種
類があります。 

メガメニューA 

サブメニューが大きなサムネイル写真とテキストで表示されます。 
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メガメニューB 

サブメニューがテキストで表示され、その下にサブメニューのサブメニューが小さな正方形のサムネイル
とテキストで表示されます。 

ドロップダウンメニュー 

サブメニューがドロップダウン形式で縦に表示されます。いちばんシンプルなサブメニューです。サブメ
ニュー項目にカーソルを当てると、さらに深いサブメニューが右側にドロップダウンで表示されます。 
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2. コンテンツの作成 

2.1   固定ページの作成 

MIKADOテーマのホームページでは、メインメニューを固定ページで作成します。具体的には、「囲碁のま
ち大船渡」「囲碁の世界」「迫り来る巨大地震」「障がいをもつ人々」などです。これらのページには、
それぞれのテーマについての説明文や関連写真などを挿入します。 

ここでは、例として、「迫り来る巨大地震」というメインメニューのサンプルをWikipediaの記述を借りて
作成してみたいと思います。 

固定ページを作成するには、管理画面の「固定ページ」⇒「固定ページの編集」でページを開き、エディ
ターを使って作成します。エディターには、「ビジュアルエディター」「コードエディター」「ページビル
ダー」の3通りあります。初期値では「ビジュアルエディター」になっています。これは、WordPress標準
のGutenbergというエディターです。「コードエディター」は、HTMLのコードを使ってテキスト形式でコ
ンテンツを作るときに使います。昔からのHTMLコードに慣れている場合は、このエディターを使います。
最後の「ページビルダー」は、MIKADOテーマのオリジナルエディターです。固定ページや投稿ページ、お
知らせ記事などにスライダーや画像、テキスト、タブなどのデザインされたHTMLの雛形を表示する事がで
きます。テンプレートを使うので、いちばん扱 いやすいエディターだといえます。3つのエディ
ターを切り替えるには、固定ページのアイコン をクリックし、「エディター」メニューから選択
します。 

ここでは、「ページビルダー」の使い方を説明します。 



ページ23

1．行を追加する 

画面左上の「行を追加する」ボタンをクリックし、行の設定画面を表示します。 
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2．コンテンツを追加する 

次に、1で設定した行の中に入れるコンテンツの設定を行います。左上の「コンテンツを追加する」ボタン
をクリックし、コンテンツの設定画面を表示します。コンテンツは行内に複数設定することが可能です。 

 

 
 

（コンテンツの設定画面） 

ふつうは、最初に「見出し」を置きます。上の設定画面で「見出し」をクリックすると、見出しの設定画
面が表示されます。 
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続いて、「コンテンツを追加する」ボタンを押し、ふたたび「コンテンツ設定」画面を開き、「文章」を
選択します。すると下のような文章作成（編集）画面が開きますので、ここに本文を入力します。 

文章の入力が終わったら、右下の「完了」ボタンを押します。文章中に写真や図表を挿入したい場合は、
「コンテンツを追加する」ボタンを押し、「画像」を選択して、PCに保存されている写真を挿入します。
画像のサイズ、背景色、枠線の有無、内側のスペースなどを指定することができます。 

このように、ページビルダーを使えば、コンテンツを追加していきながらメニューでコンテンツのフォー
ムを指定することによって、簡単にページを作成することができます。 
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