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第１章ブログの概要 足立ほがらかネットワーク

１．そもそもブログって何？

ブログ（ｂlog）とはウェイブログ（weblog）を省略した言葉で、日付入りの記事ページを中心とした

ウェイブサイトを指す時に良く使われます。

従来のウェイブサイトと違い、ブログでは文章を入力するだけで簡単にページの作成、更新ができます。

訪れた人が記事に対してコメントを残せたり、ほかのブログの記事にリンクした際にはその旨を

通知できたりと、幅広いコミュニケーションを図れるのも大きな魅力です。

★ 昨年ブログ講座を受講されたみなさんのブログです

②「地域ライフ情報」を

クリック

２．あだち団塊世代のブログを見てみよう

①Yahooから「あだち団塊世代情報サイト」と入力

③「団塊世代ブログその後」を

クリック

④「ａｙａのキッキンメモ」を

クリック
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第１章ブログの概要 足立ほがらかネットワーク

団塊世代ブログ「aya」さんのブログ

これは「Live-door」

ブログを使用しています
プロフィール

ブログ記事

メニュー

ブログ背景
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第１章ブログの概要 足立ほがらかネットワーク

３．では、Yahooブログを見てみよう

①Yahoo！JAPANページを開く

③Yahooブログ

②「ブログ」をクリック
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第１章ブログの概要 足立ほがらかネットワーク

⑥ブログ記事

①ブログタイトル、一言メッセージ ②プロフィール

４．Yahooブログの基本スタイル

オフィシャルブログ「野菜ソムリエ」を

④メニュー ⑦ブログ背景

③ブログ背景（帯）

⑤記事タイトル
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第１章ブログの概要 足立ほがらかネットワーク

①Yahoo-IDの取得

②Yahooブログ開設

④新規投稿では、ブログのデザインが未設定です。

自分のプロフィールやブログのレイアウト、メニュー、背景を自分好みに設定します。

テキスト（１） 第３章ブログ投稿

③「自分のブログ」から「新規投稿」をクリックして始めます。

⑧動画の投稿

①Yahooブログを始める人は、Yahoo-IDの取得が必要になります。

テキスト（１） 第２章Yahoo-IDの申請～取得 （既に持っている人はステップ②へ）

②申請後ＩＤ取得が完了すると、ブログが投稿できるようになります。

テキスト（１） 第３章ブログ投稿

④ブログ設定

③ブログ新規投稿

５．ブログ講座内容

⑤ブログ修正・削除 ⑤投稿後必要に応じて、自分のブログの修正・削除を行うことができます。

⑥LINK設定 ⑥ブログにＬＩＮＫ先を入力して、ＬＩＮＫ先が参照できるようにします。

⑦携帯電話投稿 ⑦自分のブログに携帯電話から新規投稿し、携帯で見ることができます。

終了

⑨地図の投稿

⑧自分のブログに動画（ユーチューブ）を投稿することができます。

⑨自分のブログに地図（Ｙａｈｏｏ）を投稿することができます。
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第２章Yahoo-IDの申請～取得 足立ほがらかネットワーク

１．YahooＩＤ 申請 取得

「新規取得」をクリック

Yahoo ページを開く
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第２章Yahoo-IDの申請～取得 足立ほがらかネットワーク

ＩＤのチェックを行った後、表示される

①Ｙａｈｏｏ－ＩＤを入力

②パスワードを２箇所入力

ＰＣメールを登録

③表示名は全角で入力ＯＫ

ヘルプを上手に使ってください

２．Yahoo-IDの申請 取得（１）

④お客様情報を入力

Yahoo-ID入力画面（１）

これからYahoo－IDサンプルを使って要領を説明します
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第２章Yahoo-IDの申請～取得 足立ほがらかネットワーク

⑦すべて入力したら、

ここをクリックする

⑥この認証文字を

判読して入力する

⑤回答する

３．Yahoo-IDの申請 取得（２） Yahoo-ID入力画面（２）

２－9



第２章Yahoo-IDの申請～取得 足立ほがらかネットワーク

⑧ 「ご利用中のサービスに戻る」

を

４．Yahoo-ID取得完了

Yahoo-ID登録完了画面

Yahoo ＪＡＰＡＮ画面へ
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第２章Yahoo-IDの申請～取得 足立ほがらかネットワーク

確認してください

５．Yahooからのメールの確認 ブログ開設後すぐ、メールが登録先のアドレスに送られてくるので、

確認用ＵＲＬをクリック
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

１．自分のブログを開設する Yahoo ＪＡＰＡＮを開く

①「ログイン」をクリック

③「ログイン」をクリック

⑤「ブログを開設する」をクリック

②「Ｙａｈｏｏ－ＩＤ」とパスワード

を入力

（講座用に取得したＩＤ・ＰＳ

を入力する） ④「ブログ」をクリック

⑥「あなたのブログへ」をクリック

ブログ投稿

画面へ
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

２．ブログを新規投稿する（１）

①新規投稿

クリック

②ディフォルトを消して

記事タイトルを入れる

③ディフォルトを消して

新しく記事を入れる

【記事の投稿】 いよいよブログをつくります。

新規投稿をクリックして、記事のタイトルと記事内容を入力します。
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

２．ブログを新規投稿する（２）

④コメント（可）、公開・非公開（非公開）

転載（付加）とする。

⑤画像の添付方法

参照をクリックして、画像ファイルを選択する。

参照の左横に該当のファイルが表示される。

サンプル画像のアップ方法

マイドキュメントクリック→マイピックチャークリック→１つをクリック

（別途、画像データがある場合は、それを使ってください）

画像は１ＭＢ以下しかアップできないので、これ以上の画像はペイントを

使って小さくします（別添 「ペイントを使おう」資料参照）

【画像の投稿】 画像を載せる場合は、画像添付から画像をアップします。

参照ボタンをクリックしてブログに画像をアップします
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

⑦「はい」をクリック

２．ブログを新規投稿する（３） まず、投稿するブログを確認します

確認画面

⑥確認ボタンをクリックすると下の確認画面が

表示されます→OKであればこの画面を閉じる
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

２．ブログを新規投稿する（４）

★これで新規投稿は終わりました

ブログの新規投稿を決定します

⑧「決定」をクリック

⑨「投稿した記事を見る」を

クリック
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

３．新規投稿したブログの確認

次はブログの体裁を変更します

新規投稿のブログです

⑩「ブログ設定」をクリック
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

この検索キーはYahooブログの検索に使われます

４．「ブログ設定」する（１） ここでは、プロフィールなど設定します

①プロフィール表示を確認する

②ブログ情報設定を入力する

③プロフィール画像を設定するために

「Yahooプロフィール」をクリック
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

４．「ブログ設定」する（２） ここでは、プロフィール画像を設定します

④「自分からの見え方」を

選択

⑤「表示画像を編集」を

クリック

⑥「参照」をクリックしてプロフィール画像を選択

続いて、「画像をアップロード」クリック
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

⑦プロフィール画像がアップされました

４．「ブログ設定」する（３）

 ３－20



第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

④講座では、レイアウト、メニュー等

すべてディフォルト設定のまま

４．「ブログ設定」する（４） ブログのデザインを、自分好みに変更します
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

ブログの背景設定画面です。

左を選択すると、右の画像イメージが変わります

背景（帯)と背景を組み合わせてください

⑤背景（帯）と背景を自分好みに変更する

背景を設定して「ブログ設定」は終了です

⑥「決定」をクリックすれば

ブログ設定完了

４．「ブログ設定」する（５）
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第３章ブログ新規投稿 足立ほがらかネットワーク

ブログ完成

⑦Myブログをクリックして

ブログ設定後の内容を確認する

５．ブログ投稿完了

 ３－23



＜資料＞ペイントで画像を小さく 足立ほがらかネットワーク

＜資料＞ペイントで画像を小さく

◎Windows付属の「ペイント」を使ってファイルの容量を小さくしましょう。
　　・ファイル容量306KB、大きさのサイズ幅1280、高さ960ピクセルの写真「PB261703.jpg」を例に容量を小さくします。 

　　　デジタルカメラが高性能化され、写真のデータ容量はますます大きくなっています。ブログに掲載したり、メールで画像を
　　送るときは、適度にファイル容量を小さくする必要があります。
　　　Ｙａｈｏｏブログで掲載できる画像のファイル形式は、JPG、GIF、PNGのみです。また、1つのファイルにつき1MBが上限と
　　なります。なお1つの記事について、掲載できる画像の容量は全体で2MB以内です。たとえば、約500KBの画像の場合は、
　　1つの記事に4点まで掲載できます。

4/1

　　（１）ペイントを起動します。
　　　　「スタート」→「プログラム」→
　　　　「アクセサリー」→「ペイント」をクリックして起動させます。 
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＜資料＞ペイントで画像を小さく 足立ほがらかネットワーク

（２）ファイルを開く
縮小したい写真画像を、メニューバーから「ファイル」→「開く」で画像のあるフォルダを選びます。

 

（３）縮小したい画像を選ぶ

＜20070322_100OLMP」フォルダ＞ 

　　　　　「ファイルの種類」を「bmp」から「JPEG形式」にします。フォルダ内の「jpg」のファイルが表示されます(この場合は
　　　　　「20070322_100OLMP」フォルダ)。縮小したい写真をクリックすると青く反転しますので、「開く」をクリックして下さい。

4/2

PB261703

縮小したい写真をクリック

し、「開く」をクリックす
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＜資料＞ペイントで画像を小さく 足立ほがらかネットワーク

（４）縮小したい画像が表示されました。 

 

（５）写真のサイズを確かめる。

　写真のサイズを確かめるには、「変形」→「キャ
ンバスの色とサイズ」を選択するとわかります。
縮小するための目安になります。
（画像サイズの指定が「ピクセル」です。下の「伸

4/3

 

（画像サイズの指定が「ピクセル」です。下の「伸
縮と傾き」は「パーセント」なので、サイズは縮小
した画像を見ながら決めてください。）
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＜資料＞ペイントで画像を小さく 足立ほがらかネットワーク

（６）写真を縮小する。
メニューバーから「変形」→「伸縮と傾き」を選びます。

　　　伸縮と傾きを調整する画面が出ます。
　　伸縮の「水平方向」「垂直方向」の％を変更しま
す。
　　 「水平方向」「垂直方向」を同時に50％に変更して
　　みます（基本的には、同じ値にする）。
　　数字50％を入力して、「OK」を選びます。
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＜資料＞ペイントで画像を小さく 足立ほがらかネットワーク

＜縮小された写真＞

（７）縮小画像を保存する。 

4/5

　　　メニューバーから「ファイル」→「名前を付けて保存」を選び、
　　ファイルの種類は「JPEG」を選びます。同じ名前で同じフォルダ
　　に保存すると、元の写真画像が縮小した画像に書き換えられま
　　す。別の名前を付けるか、違うフォルダ指定して保存しましょう。
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＜資料＞ペイントで画像を小さく 足立ほがらかネットワーク

ファイル容量は306KB→119.9KB、大きさのサイズ幅1280→640、高さ960→480に縮小できました。
　　　　　もう少し縮小する場合は同じ動作をくり返します。 

-------------------------------------------------------------------------------

◎画像の一部を切り取って縮小する

　・ペイント画面の画像の右下隅、下側、および右側にある 3 つのハンドルをドラッグして画像のサイズ縮小します。 
縮小されたサイズに合わせて画像の右側と下側が切り取られます

4/6

　　縮小されたサイズに合わせて画像の右側と下側が切り取られます。 

◎画像の一部を選択して縮小する

　　・四角形の領域を選択するには、ツール ボックスの上右にあるをクリックし、必要な部分をマウス ポインタで斜め
　　　の方向にドラッグします。 不規則な形の領域を選択するには、ツール ボックスの上左にあるクリックし、必要な
　　　部分をマウス ポインタでドラッグして領域を囲みます。

　　　選択し小さくなった画像を保存します。メニューバーから「編集」→「切り取り」または「コピー」を選びます。
　　　「ファイル」→「新規作成」を選び、「編集」→「貼り付け」を選んで保存します。
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