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さあ、はじめの一歩を踏み出しましょう!
本書に興味を持っていただき有難うございます。
WordPress（ワードプレス）でWebサイトを制作する企業や団体が増えてきまし
た。そのWordPressの評判を知って、あなたも本書を手にしてくださったので
はと思います。
「使ってみたい。でも、私でも使えるのかな？」
「画面見たけど、ちょっと難しくて……」
「美しいサイトを手早く作りたい!」
本書は、あなたの声に応えます。

内容は大きく3つに分かれています。
「準備編」（0章）では、制作前の準備や、知っておきたいことをご紹介します。
「基本編」（1章～6章）では、標準搭載の「Twenty�Sixteen」を制作しながら、
確実に押さえておきたい機能をご紹介していきます。
「実践編」（7章）では、Webサイトをまるごと制作します。手順どおりに作ってい
くだけで、あなたのWebサイトが完成します。
「今、すぐにサイトを作りたい！」場合は、0章に目を通した後、すぐに7章に着
手してくださってOKです。そして、Webサイトを作り終えたところで、1章～6
章に戻って機能を復習することもできるようになっています。

あなたがWebサイトを制作する本来の目的は、サイトを手早く作って情報を発
信すること、ですね。でも、WordPressを目の前にすると、どうも難しそうに見
えて手が止まってしまう……。それは、本当にもったいない話です。
最初の一歩を踏み出すことができれば、WordPressは、Webサイトの制作の楽
しさや可能性を広げてくれます。とてもワクワクするツールです。ぜひ、あなた
にもその世界を楽しんでいただきたいです。
本書は、WordPressを使ってWebサイトを制作するあなたを応援します。
本書を読まれることで、WordPressのはじめの一歩！をらくらく踏み出せること
を願っています。

2016年�霜月
著者を代表して　茂木�葉子
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本書の中で制作しているサンプルサイトについては、完成形を以下でご覧いただくことができます。
紙面だけではサイトの全体のデザインや細かいところが分かりにくい場合もありますので、
必要に応じてご覧ください。

http://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839959876-1.html
https://goo.gl/1Y0F4T�（短縮版URL）

●�サンプルサイトの閲覧や素材データのダウンロードにはインターネット環境が必要です。

●�素材データはすべてお客様の責任においてご利用ください。�
素材データを使用した結果で発生したいかなる損害や損失、その他いかなる事態についても、�
弊社および著作権者は一切その責任を負いません。

●��素材データはすべて著作物であり、著作権はそれぞれの著作権者にあります。�
本書購入者が学習用として個人として利用する以外の使用は認められませんので、ご注意ください。�
営利目的�個人目的を問わず、データの複製や再配布を禁じます。

また、制作の途中で使う写真などの素材データは、以下よりダウンロードできるようになっています。
本書の訂正情報なども、もしあればこのページに掲載していきます。

http://book.mynavi.jp/supportsite/detail/9784839959876-2.html
https://goo.gl/r1H4Dh�（短縮版URL）

掲載しているサイト

Chapter 1〜Chapter 6
「WP-SITE」

Chapter 7-1
「CPカウンセリング」

Chapter 7-2
「PHOTOGRAPH」

■ 本書で作るサンプルサイトについて



Introduction
WordPressの世界へ
ようこそ
「WordPress（ワードプレス）……、私にも使えるかしら？」
今、ドキドキしていらっしゃるかもしれませんね。
大丈夫です。一緒に探検の旅に出かけましょう。

まずは、あなたの頭の中にある「こんなWebサイトを作りたいなあ」とい
うイメージを、見える形にしていきます。
さらに、WordPressの特徴、インストールのしかた、ログインの方法も、
併せてご紹介します。

0-1  「作りたいサイト」を視覚化しよう
0-2  WordPressは、どういうソフト？
0-3  WordPressをインストールする
0-4 WordPressにログインする



5W1Hで「作りたいサイト」を整理する

「作りたいサイト」を視覚化しよう

【Visual izat ion】

「WordPressを使ってWebサイトを作りたい！」
「WordPressでサイトを運営したい！」

あなたは今、そのような気持ちになっているかもしれ
ませんね。
はやる気持ちをちょっと押さえて、まずは、「こういう
サイトにしたいなあ」というあなたの頭の中にあるイ
メージを見える形にしていきましょう。

ここでは、次の要素を見える形にします。

●Webサイトの目的を明確にする
●どのようなWebサイトを作りたいのか整理する

どちらもとても重要な要素です。楽しみながら視覚化
していきましょう。

Introduction

1

たとえば、「外で食事がしたい」と考えたとき、まず
最初に、あなたは何を行うでしょうか。

たぶん、スマートフォンやパソコンを使って、目的に
合ったお店を探すのではないでしょうか。

「誰と一緒に行こうか？」
「何を食べようか？」
「場所はどこがいいかな？」

日時を決めたり、一緒に行く人を選んだり、お店を
検索したり、料理の種類を検討したりしながら、最終
的に決めていくと思います。

この5W1Hを、あなたが制作したいWebサイトに置
き換えて考えるとわかりやすいです。

実際にメモを取りながら、さっそく5W1Hを考えて
いきましょう。
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「閲覧してくださる方々」を具体的にイメージする

5W1Hの「Who?」を考えているとき、

「こういう人たちに閲覧していただきたいなあ」

と、Webサイトを閲覧してくださる方々のイメージも、
なにかしら見えてきたのではないでしょうか。

集う方々の雰囲気は、空間の雰囲気を決定する重要
な要素です。

たとえば、「特定の酒に注力する飲食店」の場合、

日本酒がなにより大好きな男性たち
銘柄のワインをたしなむ奥様たち
お酒とともに食事も豪快に楽しむ人たち
ゆったりと会話を楽しむ夫婦やカップル

どういう方々が集うかによって、お店の雰囲気も、
もてなすお酒の種類も、ガラリと変わることがおわか
りいただけると思います。

●なんのために？

なんのために、あなたはWebサイトを制作する
のでしょうか？
何故、Webサイトが必要なのでしょうか？

Why ●いつ？

何時頃に、あなたのWebサイトを訪れてくださる
でしょうか？
また、何時間くらい、あなたのWebサイトを閲覧
してくださるでしょうか？

When

●場所は？

どのような場所で、あなたのWebサイトを閲覧
してくださるでしょうか？
中でも、最も多く閲覧してくださるのは、どの場
所でしょうか。たとえば、オフィスで、自宅で、
電車の中で……？

Where
●誰が？

どういう方々が、あなたのWebサイトを閲覧して
くださるでしょうか？
逆に、あなたご自身は、どのような方々に閲覧し
ていただきたいと思いますか？

Who

●何を？

何を知りたくて、どのような情報を得たいと思っ
て、あなたのWebサイトを閲覧するのでしょう
か？　どのような情報をお伝えしたら、満足して
いただけるでしょうか？

What ●どうやって？

今までに出た5Wを、どうやって伝えたらよいで
しょうか？　優先順位はどの情報が高いでしょう
か？　どのような雰囲気にしますか？　どのよう
な傾向がよいでしょうか？

How

0131  「作りたいサイト」を視覚化しよう
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「作りたいサイト」を手描きする

閲覧してくださる方々のイメージが具体的に見えて
くると、
「この方々には、こんなイメージのWebサイトが合う」
「こういうイメージのWebサイトにしたいなあ」

と、Webサイト全体のイメージも見えてくるかもしれ
ません。

脳内にぼんやりと浮かんできたWebサイトの姿を描
き出して、実際に見える形にしてみましょう。

手描きでOKです。入れたい要素の詳細をどんどん
描いてみましょう。

Webサイトを訪れた方々が真っ先に目にする場所に
は、最もお知らせしたい情報を配置します。たとえば
飲食店の場合は、店内の写真、メニュー、予約のボタ
ンなどは、この場所に配置しましょう。

ほかには、どのような情報がどの位置にあったら、
Webサイトを訪れてくださった方々は満足するでしょ
うか。

あなたが実際に「訪れる側」になったつもりで、想
像しながら、楽しみながらそれぞれのパーツをレイア
ウトしてみましょう。

同じことは、Webサイトにも言えます。
あなたのWebサイトを訪問してくださるのは、どう

いう方々でしょうか？
訪問していただきたい方々の姿を具体的にイメージ

して、書き出してみましょう。

・年齢は、いくつぐらいでしょうか？
・男性でしょうか、女性でしょうか？
・仕事は何をしているでしょうか？
・どういったことに興味があるでしょうか？

イメージしたその方々は、あなたのWebサイトにど
のような情報が載っていたら、興味を持ってくださる
でしょうか。

どういう情報を継続的に載せたら、何度も訪問して
くださるでしょうか。

訪問くださる方々の姿が具体的にイメージできれば
できるほど、Webサイトのコンテンツも生きてきます。
具体的なイメージが見えるほど、あなたのWebサイト
にも良い結果につながります。
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さらに簡略化して、「どこに何が入るの
か？」だけを描いてもOK。
ここでは、画像は「×」で表示、タイトル
は「○」で表示、本文やリンクは「Z」で表
示している
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「ゴール」を先に決める

前ページでは、Webサイトを制作する目的を考えて、
イメージにまとめました。

さらに、Yes-Noの質問に答えながら、制作の目的や、
目的に合うデザインを絞り込んでいきます。

この時点で、あなたの目的やデザインの方向性を絞

り込んでおくと、制作中にいろいろなデザインに目移
りして「あれもこれも」になってしまう状態を回避でき
ます。

また、ここで得られた結果は、「テーマ」を決める際
にとても役立ちます。

フローチャートの使い方
サイトを制作する場合、通常は、

「これからショッピングサイトを制作します」
「これから会社紹介サイトを制作します」
といった感じで、制作を始めることが多いのではない
でしょうか。

Yes-Noフローチャート（右ページのフローチャート）
では、逆からスタートしています。

つまり、
「ゴールから見て、何をすべきか？」

の視点で、合致するWebサイトを絞り込んでいます。
この視点を持つことで、作業中もつねに「ゴールは

どこか？」を確認しながら進められるようになります。

Webサイトを制作する際に、見切り発車で始めたり、
ゴールを決めずに始めてしまうと、制作途中に適した
素材が揃っていないことに気がついて、慌てて素材の
準備が必要になったりします。

これは、Webサイトを制作する際に陥りやすいパター
ンです。

たとえば、「会社を紹介したいが、イメージ重視の会
社なのだから、ビジュアル優先のサイトにしよう」と、
先に決めて制作をスタートしたところ、じつは、その肝
心のイメージ写真が一枚もない！といった事態が起
こってしまいます。
「ビジュアル優先のサイト」と先に決めてしまったの

で、見合う画像を探したり、画像のシーンを撮影する
ところから準備が必要になってしまいます。

逆のケースも起こりがちです。
たとえば、イメージシーンの写真によいものが多数

あるのに、「商品の紹介が主目的のサイトだから」と、
テキスト主体のサイトと決めてしまうと、商品紹介用
のテキストを大量に書かなければならず、なかなか先
へ進まなくなってしまいます。

サイト制作は、ゴールを曖昧のまま始めてしまうと、
つまずくことが多いです。

ですので、このYes-Noフローチャートを利用して
ゴールを明確にすることをお勧めします。

まずは、Webサイトを完成させてみる……。そこか
らは、「見えてくる景色」が必ずあるはずです。

「なかなかサイト制作に着手できない」とお嘆きのあ
なたも、「素材がない」とお考えのあなたも、フロー
チャートをじょうずに利用していただいて、ご自身の強
みの分野を生かす方向で、サイト制作を始めていただ
ければ嬉しいです。

なお、Chapter7では、「まずは、Webサイトを完成
させてみる」ことを目標に、2つのデザインをご用意し
ました。
・色を楽しむデザイン（右ページのE向け）
・写真を楽しむデザイン（右ページのC向け）

Chapter7を先に読まれて、Webサイトを完成させ
てみることも可能です。

ぜひ併せてお役立てください。
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「サイトマップ」を描く

実際にWebページを作り始める前に、もう1つ、考
えておきたいことがあります。

それは、「複数のページを、どのように構成します
か？」ということです。

制作するWebサイトが、「今日のお知らせ」、「今日
の日記」といったブログの内容がメインの場合は、ペー
ジ構成は、あまり気にしなくても大丈夫です。

一方、「会社案内」、「創業の歴史」、「ご挨拶」、「ア
クセス」、「営業時間」、「製品紹介」といった内容が含
まれるときは、これらのページをどのように構成するの
かを今の段階で決めておきましょう。

Webサイトは、複数のページで構成されています。
ページ内の「リンク」をクリックすると、別のページに
移動します。
「会社案内」のページの下側に「創業の歴史」や「ご

挨拶」が存在する状態にしたいといった場合には、ま
ず最初に全体の構成図を作っておく必要があります。

この構成図を「サイトマップ」と呼んでいます。
サイトマップは、用紙に手書きしてもかまいません。
ただ、デジタルデータで作っておくと、文字やURL

をコピー＆貼り付け（ペースト）で流用できて便利です。
さらに、コピー＆貼り付けを使うことで、入力ミスを減
らすこともできます。

どのようなソフトで作ってもOKですが、Excelのよ
うな表計算ソフトを使うと、上の階層、中間の階層、
下の階層が一目でわかって、ますます便利です。

また、インターネット上には、サイトマップを作成す
るためのサービスも出回っています。こういったアプリ
ケーションを使って制作するのもお勧めです。

右ページの下側にあるマップは、その中の1つ、
「SlickPlan」で制作したものです。

リンクの追加や削除、サブページ（子のページ）など
を指定可能で、HTMLやCSV形式などのファイルとし
て書き出せるので、いろいろ流用できます。

命名のルールやURLも明確に！

サイト全体の構成を考えるために「サイトマップ」は必要不可欠

サイトマップを作るときは、複数ページの関係性だ
けでなく、「ページ命名のルール」や「それぞれの
URL」も決めておきましょう。

Webサイトは次第にページが増えていきます。

そのときに、命名の規則やルールが明確になってい
ると、安心してページを制作できます。

後から修正するのは大変ですし、無駄な時間がかかっ
てしまいます。先に、ルールを決めておきましょう。

WordPressでは、「投稿」と「固定ページ」の2種
類の記事を作成できます。

このとき、名前やURLを特にしっかり決めておく必
要があるのは、「固定ページ」です。

たとえば、「会社案内」、「アクセス」、「営業のご案
内」、「製品紹介」のように、一度作成したらほとんど
更新しないけれど、閲覧した際にいつでも固定的に見
ていただきたい内容は、「固定ページ」で作成します。

一方、「今日の特売」、「臨時定休日」、「ブログ」のよ
うに時間軸に沿って増やしたい記事は、「投稿」で作成
します。

あなたのWebサイトに、「会社概要」、「アクセス」、
「営業のご案内」といった内容を検討しているのでした
ら、それらのページをどのように構成するか、サイトマッ
プで整理しておきましょう。
「投稿」や「固定ページ」は、Chapter2で詳しくご

紹介します。
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Introduction

▲表計算ソフトでサイトマップを作成する

▲インターネットのサービスでサイトマップを作成する（SlickPlan：https://slickplan.com/）

URL（Uniform Resource Locator）
インターネット上の場所を特定する「住所」の
ようなもの。たとえば、「https://book.mynavi.
jp/official/」などのように記述され、このURL
を入力すると、そのページが表示されます。

Keyword

https://book.mynavi.jp/official/
パス名ドメイン名
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専門知識がなくてもWebサイトを作成＆更新できる

WordPressは、どういうソフト？

【WordPressとは】

「WordPress（ワードプレス）」は、2003年に公開され
て以来、世界中で愛用されているソフトです。

数あるWeb制作ソフトの中で、WordPressが圧倒的
に支持されているのは次のような部分が大きいです。

●専門知識がなくても制作＆更新できる
●誰でも自由に使用できて、改良や再配布もOK
●「プラグイン」で機能を拡張できる

それぞれについて、少し詳しくご紹介しましょう。

Introduction

2

私たちが閲覧しているWebサイトは、どのような構
造になっているのでしょうか？

Webサイトは、「HTML」や「CSS」、「JavaScript」
などによって組み立てられています。

HTML（HyperText Markup Language）は、Web上
の文書を記述するためのマークアップ言語です。

CSS（Cascading Style Sheets）は、HTMLの外観
を指定する言語です。

JavaScriptは、プログラミング言語です。

読んだだけで、「うわっ」と思ってしまったかもしれ
ませんね。そうなのです、HTMLやCSS、JavaScript
を使いこなすには、専門知識が必要になります。

このため、Webサイトを制作する場合、かつては制
作会社などに依頼していました。

Webサイトは、「制作したら終わり」というものでは
ありません。つねに更新して、育てていく必要があり
ます。

制作を依頼している場合、サイト所有者が「新しい
情報を追加したい」と思っても、なかなか着手できま
せんでした。

しかし、WordPressを使えば、サイト所有者みずか
らで更新できます。誰かの手をわずらわすことなく、「最
新情報を追加したい」と思ったら、すぐに修正できます。

WordPressは、コンテンツ管理システム（CMS）の1つ
何故、WordPressを使うと、誰でもすぐに作成や

更新ができるのでしょうか。
それは、WordPressが「CMS」だからです。
CMSは、「Content Management System：コンテ

ンツ管理システム」のことで、Webサイトを構成する
コンテンツ（テキストや画像など）を管理し、更新でき
るシステムです。

Webサイトの制作者は、Webブラウザーの管理画
面上で、テキストを入力したり画像を挿入するなどし
てコンテンツを登録します。

すると、ひな形に沿ったWebページをWordPress
が自動的に生成して、Webサイトを更新してくれます。

このシステムのおかげで、プログラムの知識がなく
ても、サイトの制作や更新が可能になりました。

020 Introduction  WordPressの世界へようこそ



Introduction

「テーマ」を選択するだけで、Webの外観を変えられる
Webサイトの制作や更新が簡単でも、デザインが

好みでなかったら長続きしません。WordPressは、こ
ういう思いにも応えてくれます。

WordPressでは、テーマを選択するだけで、Web
ページ全体の外観を変えられます。テーマには、PHP
やCSS、JavaScriptなどが組み込まれていて、テー
マを変更すると、これらのプログラムが作動します。

HTML、CSS、テーマの関係は「着せ替え人形」と
似ています。人形（コンテンツ、中身）は変わりませんが、
衣装（テーマ、見ばえ）を変更できます。

HTMLとCSSでは、HTMLは変更せず、CSSで装
飾します。WordPressのテーマは、違う服に着替えて、
用途に合う活動をすることです。

ウェットスーツに着替えたら、海の中をさらに快適
に泳ぐためにはボンベが欲しくなりますね。この機能
を「プラグイン」と呼んでいます（次ページ参照）。
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誰でも自由に使用できて、改良や再配布もOK

WordPressでは、プログラムのソースコードが一般
公開されています。

ソースコードは無償ですので、誰でも自由に使用で
きますし、改良して再配布も可能です。

この仕組みをオープンソースと呼んでいます。

オープンソースであることも、WordPressが支持さ
れている理由の1つです。

オープンソースのおかげで、開発者はWebの流行や
変化に応じて開発できますし、Web制作側も最新のト
レンドに沿った機能を使うことができます。

現在、WordPressのユーザーは世界中に存在し、ユー
ザー同士の情報交換も活発です。

トラブルが発生した場合でも、コミュニティに問い
合わることもできます。

また、インターネットで「WordPress」のキーワー
ドで検索すれば、知りたい情報の答えを数多く見つけ
られます。

オープンソースの強みは、テーマにも発揮されます。
WordPressのテーマは、世界中のWebデザイナー

やプログラマーによって制作されています。
制作されたテーマは、WordPress愛用者によって審

査され、優秀なテーマは「公式」としてWordPressの
サイトに登録されます。

公式として採用された場合、WordPressの管理画面
上からインストールできるようになります。

不具合があった場合も、「更新が必要」であること
が管理画面上に表示され、ユーザーは［更新］をクリッ
クするだけで不具合を解消できます。

▲公式テーマ
WordPressの［外観］メニューから呼び出すことができる

PHP（Hypertext Preprocessor）
WordPressには、PHPが 使われています。動的に
HTMLを生成するプログラミング言語で、このおかげで
WordPressでWebページを作成したり更新したりする
と、変更結果がすぐにWebサイトに反映されます。

Keyword
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Introduction

「プラグイン」で機能を拡張できる

「プラグイン」が充実していることも、WordPress
が支持される大きな理由です。

21ページのイラストで、ウェットスーツに着替えた
人がボンベを携帯していました。このボンベに該当す
る機能が「プラグイン」です。

「プラグイン」は、WordPressの機能を追加＆強化
するプログラムです。テーマ同様、PHPによって記述
されています。

プラグインをインストールして有効化する（使える状
態にする）ことで、プログラムをまったく組まなくても、
高度な機能を利用できるようになります。

制作するWebサイトによって、必要な機能は異なり
ます。

すべての機能をWordPress本体に盛り込んでいた
ら、限りなく重くなって柔軟性に欠けてしまいます。

たとえば、着物の人がボンベを背負っても無駄にな
りますし、ウェットスーツの人が番傘を持っていても役
に立ちません。

プラグインの形で切り離して提供することで、本当
に必要な機能だけをチョイスして拡張できます。

プラグインも、世界中のデザイナーやプログラマー、
エンジニアなどによって開発され、現在、公式として
何万点ものプラグインが登録されています。

公式プラグインは、WordPressの管理画面上からイ
ンストールや更新ができます。

種類もさまざまで、Webページに動きを追加するも
の、Webサイトの 機 能を強 化するもの、背 後で
WordPressを支えるものなど、用途に応じて追加でき
ます。

本書では、その中でも特に重要なプラグインをご紹
介しています。使いこなしていきましょう。

▲公式プラグイン
WordPressの［プラグイン］メニューから呼び出すことができる
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WordPressをインストールする

【インストール】

Webサイトを制作するには、次の準備が必要です。
と は、Webサイトを始める際の必須条件です。

ドメイン名を取得する
Webサーバーをレンタルする
WordPressをインストールする

本書では、 のドメイン名を取得済みで、 のWeb
サーバーとの契約も済んでいると仮定しています。

ここでは、ロリポップの「WordPress自動インストー
ル機能」を使って、WordPressをインストールする方
法をご紹介します。

Introduction

3

ドメイン名を取得する

Webブラウザーの左上には「https://book.mynavi.
jp/」のように、URLの記述があります。

このうち、「book.mynavi.jp」の部分が「ドメイン名」
です。

ドメイン名は、世界に1つしかない固有のものです。
ドメイン名のうち、「.jp」や「.com」、「.shop」は決

まりごとの部分で、ユーザーが自由に決められるのは、
その前の「book.mynavi」の部分です。

ドメイン名は、すでに使われている名前は利用でき
ません。まず利用可能かどうかを検索し、使われてい
なければ取得の手続きができます。

▲ドメイン取得代行サービス「ムームードメイン」
https://muumuu-domain.com/
ドメイン名を入力して［検索］をクリックすると、
取得可能かどうかがわかる

▲すでに取得されているものは「×」が表示される
価格も参考にしながら、取得可能な中から選択し

［○］ボタンをクリックして手続きを行う

https://book.mynavi.jp/
ドメイン名
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3.1

1 2
仕事できちんとWebを扱えるように
なりたい人のための新・定番書
そもそもWebサイトって何? というあなたでも、インターネッ
トの基礎からHTMLとCSSの基本や使いこなしを学び、
総まとめとしてシンプルなコーポレートサイトを制作できま
す。環境構築もていねいに説明しました。Web関連の企
業に内定が決まった学生や、Web関係の部署に異動にな
った社会人など、必要に迫られて一通りきちんと学びたい
人のための新・定番書です。ダウンロードできるサンプル
データで実際に作りながら学べます。

HTML5&CSS3
マスターブック

マイナビ出版
デジカル/HONTENTS（著） 
248 ページ
価格：2,138 円（PDF）

HTML
/CSS

ここで学ぶことは何なのか、
どのような用途があるのかを
イメージしよう

デザイン性・機能性に優れた
Webサイトが作れるようになる!
人気のWordPress入門書 第2版です。前回の書籍と同
様、セミナー経験の豊富な著者陣が、実践的なノウハウを
織り交ぜつつ丁寧に解説しています。WordPressの最
新バージョンに対応した手順をすべて画面付きで解説して
いるので、Webサイトをはじめて作る人でも安心して読み
進められます。HTML、CSS、PHPなどの知識がなくても、
パソコン・スマートフォン両方の表示に対応した本格的な
Webサイトを作れることでしょう。

いちばんやさしい
WordPressの教本 
人気講師が教える
本格Webサイトの作り方 
第 2 版 WordPress 4.x 対応

インプレス
石川栄和・大串肇・星野邦敏（著者）
256 ページ
価格：1,663 円（PDF）

CMS

操作の手順は、大きな画面で

ひとつひとつのステップを

丁寧に解説!

実際のセミナーや講義を元にしたやりとりによって、理解を深められる

コードや実際のWebページを

参照しながら学習できる!



4コママンガを交えて
Webサイト制作を解説!
Web

デザイン

UIデザインの原則と
心理学上の根拠がわかる

Web
デザイン

問題は設計にあり!?
UX視点のデザインプロセス

Web
デザイン

写真で顧客の心をつかむ!
Instagramの宣伝ノウハウ

ソーシャル
メディア

絶対に挫折しない
コンテンツマーケティング
Web

マーケティング

WordPress4で迷わず
Webサイトができあがる!
Web

デザイン

わかばちゃんと学ぶ
Webサイト制作の基本

4コママンガを交えて、ユーモアたっぷりにWeb
サイト製作の基本を初心者向けにわかりやすく解
説しています。企画の段階から、HTMLやCSS
の基本、JavaScriptやPHPの概要、Webサイト
の公開・運営に触れています。

シーアンドアール研究所
湊川あい（著者）

価格：2,138 円（PDF・EPUB）

UIデザインの心理学
わかりやすさ・使いやすさの法則

UIデザインコンサルタントによるデザイン原則の
科学。「物事を認識するときにどのようなバイアス
がかかるか」「物事をどのように見分けてとらえる
か」など、UIデザイン原則と心理学上の根拠がわ
かります。

インプレス
JeffJohnson（著者）、武舎広幸・武舎るみ（翻訳）

288 ページ　価格：3,456 円（PDF）

デザイニング
Webアクセシビリティ

この書籍に書かれている内容は、良質なユーザー
体験を生むためのノウハウです。普通に戦略・要
件策定→情報設計→ビジュアルデザイン→実装・
コーディングを行えば、達成基準を満たせること
が理解できるでしょう。

ボーンデジタル
太田良典・伊原力也（著者）

296 ページ　価格：2,700 円（PDF・EPUB）

できる100 の新法則
 Instagramマーケティング

1枚の写真で顧客の心を引き寄せる手法を現役
ソーシャルメディアマーケターが解説。企業が
Instagramでマーケティング、ブランディングを行
い、成果を出すために必要なすべてのノウハウを
収録しています。

インプレス　株式会社オプト・山田智恵・小川由衣・石井リナ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）　240 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしい
コンテンツマーケティングの教本 

人気講師が教える宣伝せずに売れる仕組み作り
業界の第一人者が「絶対に挫折しない」をコンセ
プトにコンテンツマーケティングを詳しく解説。商
品の売り込みに限界を感じている人、マーケティ
ングの概念だけでなく実践に本気で取り組みたい
人などにオススメです。

インプレス　宗像淳・亀山將（著者）
200 ページ　価格：1,814 円（PDF）

はじめの一歩！ 
サクサクわかるWordPress 4.x 対応
WordPress4.x（2016年10月最新版）を使って、
ホームページの作り方をていねいに教える本。こ
れまでWordPressを使ったことがない方、HTML
やCSSの知識がない方にとっても分かりやすいよ
う、図解中心で解説します。

マイナビ出版　茂木葉子・天野裕子・遠藤岳史（著者）
256 ページ　価格：1,814 円（PDF）
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マンガと解説のセットで
Webマーケティングを理解

Web
マーケティング

種類の多いWeb広告を
上手に運用するための本

ビジネス視点から
UXの価値を探る!

Web
マーケティング

すぐに役立つ実践的な
グロースハックの手法!
Web

マーケティング

Webマーケティングを
ビジネスに取り入れよう!
Web

マーケティング

タグを効率よく管理して
Webマーケの労力を最小化

Web
マーケティング

マンガでわかる
Webマーケティング 改訂版 
Webマーケッター瞳の挑戦!

マンガとストーリーに沿った丁寧な説明で、Web
マーケティングの本質をわかりやすく解説していま
す。この改訂版では最新のデジタルマーケティン
グに対応し、現場で役立つノウハウをさらに盛り
込みました。

インプレス　村上佳代（著者）、ソウ（イラスト）、
星井博文（原作者・原案）　296 ページ　価格：1,944 円（PDF）

基礎から学ぶ
Web広告の成功法則

本書はWeb広告の上手な使い方を解説する本で
す。特にユーザーをどのようにして動かすのか、
という視点を持つことで、Web広告の種類の多さ
や、新しい技術に惑わされず、長く使える広告運
用のスキルが身に着きます。

マイナビ出版　本間和城（著者）
232ページ　価格：2,462 円（PDF）

UX × Biz Book
顧客志向のビジネス・アプローチとしてのUXデザイン

ビジネスの場面で「顧客とのエンゲージメント」
の重要性が増している中、UXアプローチは不可
欠です。本書はさまざまな現場で活躍する執筆陣
が、複合的な視点で UXおよびUXDのビジネス価
値を分かりやすく解説します。

マイナビ出版　明海 司・井登 友一・奥谷 孝司・川田 学・
坂本 貴史・橘 守・田平 博嗣・塚本 洋・萩谷 衞厚・原 裕（著者）

240 ページ　価格：3,024 円（PDF）

いちばんやさしいグロースハックの教本
人気講師が教える

急成長マーケティング戦略
注目の成長戦略「グロースハック」の実践が学べ
ます。業界の第一人者が自社製品を育てた経験を
もとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを解
説。製品やサービスを最短で収益化して成長に導
くノウハウが満載です。

インプレス　金山裕樹・梶谷健人（著者）
176 ページ　価格：1,728 円（EPUB）

いまさら聞けない
Webマーケティング 

初歩から学べる集客のセオリー
近ごろはさまざまなマーケティング手法が登場して
います。本書はそうしたトレンドを押さえつつ「マー
ケティング戦略を基本から学びたい」「Webマー
ケティングを実践に活かしたい」と考えている方
に向けた一冊です。

マイナビ出版　佐藤和明（著者）
272ページ　価格：2,138 円（PDF）

デジタルマーケターとWeb担当者のための
Google＆Yahoo!タグマネージャー

の教科書
「Googleタグマネージャー」と「Yahoo!タグマネー
ジャー」について、設定や運用の実際、さらに効
果測定や運用のTipsまでを詳しく解説。本書を読
んでタグによる効果を最大化し、そのための労力
を最小化しましょう。

マイナビ出版　海老澤澄夫（著者）、ウェブ解析士協会（監修）
304 ページ　価格：2,894 円（PDF）
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