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探求型学習とは？

探求型学習とは、正解を聞かされ、それを繰り返して覚えることではなく、「自分 
なりに仮説を立て、その仮説を検証するために、様々な行動、実験、思考を行い」 
仮説を修正する学習方法。物事の仕組み、世界観、予測、論理などメンタルモデル  
を積極的に修正する学習方法のこと。

ITの苦手意識を吹っ飛ばそう
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問いリスト

• URL 

• アドレスバー 

• ブラウザ 

• ブラウジング 

• ログイン・ログアウト

わかっていることと、わかっていないことを分類しよう

• 固定ページ 

• 投稿ページ 

• ウィジェット 

• メニュー 

• CMS

• ユーザー 

• 管理者 

• WordPress 

2



ブラウジングとは？
おまじない (URL) を入力して、該当するデータを見ること
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aaa

aaa ください

aaa 表示

bbbください

bbb 表示



ブラウザを探求しよう①

ブックマークとは、お気に入りのページをすぐに見れるように「お気に入り登録」  
しておくことです。

ブックマーク
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ブラウザを探求しよう②

ウィンドウ とは日本語で 窓 という意味で、ブラウザを見るための仕組みです。

ウィンドウ
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ブラウザを探求しよう③

タブ とは1つのウィンドウで複数のページを同時に表示しておくための機能です。

タブ
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ブラウザを探求しよう④

プライベートウィンドウとは、履歴やログイン情報などを残さずブラウザを見る 
ための機能です。多くの場合、ウィンドウの色が違います。

プライベートウィンドウ
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ログイン・ログアウト
ログイン の2ステップ
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1 : ドメイン名の後に「/wp-admin」と 
入力して、エンターキーをクリックする

2 : 必要な項目を入力して、「ログイン」 
ボタンをクリックする



ログイン・ログアウト
ログアウト の２ステップ
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1 : 管理画面右上のアカウントボタンを 
クリック

2 :「ログアウト」をクリック
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探求ガイド
ログイン・ログアウト を活用しよう
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• ログイン、ログアウト の違いは何か？ 

• なぜ ログイン、ログアウト が必要なのか？ 

• WordPress でサイトを作るのとどんな関係があるのか？



アドレスバー に注目しよう
アドレスバーを見て、WoordPressの仕組みを読み解こう
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アドレスバー をクリックして、何が書いているのかを確認してみましょう。 

• 「ログイン」「ログアウト」のページのアドレス 

• 「変更をプレビュー」 と 「公開ページ(パーマリンク)」 のアドレス 

 



アドレスバー に注目しよう
アドレスバーの見方と、公開ページ、プレビューページの開き方
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アドレスバー をクリックすると、通常 
隠れているアドレスを全て表示することが 
できる。

公開するページのアドレスは「パーマリン 
ク」と呼ぶ。プレビューは画面右端のボタ 
ンから確認することができる。



CMS とは？
様々なデータから、特定のルールに基づいて、Webページとして表示 
する仕組み
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主食 で検索

おかず で検索 

なす で検索

クックパッドの 
レシピ (全てを表示) 主食一覧を表示する



CMS をマスターしよう
ブログ を投稿してみよう
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1. ログイン する 

2. 投稿 を選択 

3. 新規追加 を選択 

4. タイトル と 文書 を入れる 

5. メディアを追加 から画像を 
挿入する

6.  プレビュー or 公開をクリック 

7.  どうなっているかを確認して見る  



CMS をマスターしよう
メニュー を作ってみよう①

15

1. 固定ページ を選択 

2. 新規追加 を選択 

3. タイトル と 文書 を入れる 

4. 公開する 

5. 外観 > メニュー を選択

6. 新規メニューを作成 を選択 

7.  メニュー名 を入力する 

8.  作成した固定ページを選択して、「メニュ 
ーに追加」を選択 

9.  「このメニューに新しいトップレベルページ 
を自動的に追加」にチェックを入れて「メニュー」



CMS をマスターしよう
メニュー を作ってみよう②
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9.  「メインメニュー」にチェックを 
入れて「メニューを保存」をクリック 

10.  サイトを表示する前に、どうなってい  
るかを予想してみる 

11.  実際にサイトを表示して、確認する  



CMS をマスターしよう
サイトの表示の仕方
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WordPress ４つの要素
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投稿(post) 固定ページ(page)

̶ ̶ ̶ ̶ ̶
̶ ̶ ̶ ̶ ̶
̶ ̶ ̶ ̶ ̶

メニュー ウィジェット

ブログ記事のこと 
複数の記事を投稿 

カテゴリやタグが作れる

会社概要、お問い合わせ 
ページなどに使う。 
階層構造も作れる

リンクの集まり。 
テーマ毎に配置場所、個数が 

異なる。

高機能なパーツ 
カレンダーや検索、 
人気記事や広告など 
テーマ毎に配置場所 
個数は違う



Web サイトに必要な設定
なぜ、この設定が必要なのかを考えよう①
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このWebサイトを参考にWebサイトを作ってみよう  
 → http://toieelab.xsrv.jp/test/

http://toieelab.xsrv.jp/test/


Web サイトに必要な設定
なぜ、この設定が必要なのかを考えよう②
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いくつかの固定ページ いくつかの投稿 メインメニュー設定

カスタマイズ > 固定フロントページ の設定 カスタマイズ > サイト基本情報の設定



ブログ に必要な設定
なぜ、この設定が必要なのかを考えよう①
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このブログを参考に、ブログを作ってみよう。 
 → http://toieelab.xsrv.jp/blog/

http://toieelab.xsrv.jp/test/


ブログ に必要な設定
なぜ、この設定が必要なのかを考えよう
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いくつかの投稿



カスタマイズ の探求
アイキャッチ を付けよう
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サイト全体の雰囲気を決める、アイキャッチを編集しましょう。 
カスタマイズ > ヘッダーメディア > 新規画像を追加 からアップすることができます。 



カスタマイズ の探求
固定フロントページを設定しよう
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WordPress はもともとブログサービスだったので、初期設定ではフロントページには 
投稿ページ(ブログを表示するページ)が表示されるように設定されています。 

固定フロントページ とは、フロントページに投稿ページではなく  
固定ページを設定することです。 

方法は、投稿ページ(ブログを表示するページ)を特定の固定ページに割り当て、 
固定ページをフロントページに設定することで可能です。 

実際にやってみて、理解しましょう。



カスタマイズ の探求
固定フロントページを設定しよう
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