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Ⅰ.ログイン 
 

図１ 

1. 図1は千葉県倫理法人会の公式ブログ( http://blog.rinri-chibab.org/ )のトップページ

です。 
2. 図面のレイアウトは左側のサイドバーが各単会・地区等の投稿へのリンク、中央が最新の投稿内容、そして

右側のサイドバーが直近の投稿へのリンク、公式ホームページへのリンク、並びに簡易マニュアルへのリン

クとなっています。では早速投稿するためにログインしてみましょう。『ログイン画面へ』をクリックしてく

ださい。 

                     図2 
3. 図 2 が表示されますので、各単会別に配布されている「ユーザー名」と「パスワード」を入力して“ログイ

ン”ボタンをクリックしてください。 

ここからログイン
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              図3 
4. 図3が表示された場合は“はい(Y)”をクリックすることで次回から「ユーザー名」と「パスワード」の入力

を省略することが出来るようになりますが、複数の方と PC を共有する場合はセキュリティ上この機能は使

わず“いいえ”をクリックしてください。 
5. 図4が表示されます。 

                             図4 
6. この画面が投稿のメイン画面です。ここからは以下のことが行えます。 

a. 記事の新規投稿(メニューバーの「書く」より) 
b. 投稿した記事の再編集(メニューバーの「書く」より) 
c. 投稿した記事の削除(メニューバーの「書く」より) 
d. 写真のアップロード(メニューバーの「データ管理」より) 
e. アップロードした写真の削除(メニューバーの「データ管理」より) ※管理者のみ可 

7. 以下で記事の投稿方法をご説明いたします。 
  

ここから投稿します 
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Ⅱ.記事の投稿 
 
1. 図1のようにメニューバーの“書く”にマウスを合せると、「記事の投稿」「記事の編集・削除」「カテゴリー

の編集」といった項目がドロップダウンメニューに表示されますので「記事の投稿」をクリックします。す

ると図2が表示されます。 

                     図1 
2. 今回のブログのバージョンアップで、投稿がワープロ感覚で出来るようになりました。その特徴は ①文字の

色、太さ、サイズ等の文字の装飾の変更がそのまま投稿画面で確認が出来る ②写真を挿入した場合、投稿画

面にそのまま写真が表示される というものです。では、実際に以下の手順で投稿してみましょう 

                       図2 
3. 先ず、図 3 の「記事のタイトル」を必ず指定します。ここでは投稿内容を端的に表現したタイトルを付けて

ください。 

図3 
  

ここに記事を書きます 

ここにタイトルを入力します 

ここで単会を指定します 
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4. 次にご自身が所属する単会を「カテゴリー」から必ず指定してください。なお、「JUGEM テーマ」は指定

する必要はありません。 

                        図4 
5. 図5は記事の入力エリアに実際に原稿を入力した画面です。文字を装飾してみましょう。 

                        図5  
6. 図6のようにマウスで装飾を付けたい文字の範囲をドラッグします。 

                        図6 
7. 次に上図のデザイン用のコントロールパネルより をクリックします。すると文字のカラーパネルが表

示されますので、希望する色をクリックします。 

                        図7 
8. 図7の『ヘルプ(ボタンや機能の説明)』をクリックすると各ボタンの機能を確認することが出来ます。 

図8 
 

デザイン変更用の 
コントロールパネル 

各ボタンの機能を確認

することが出来ます 
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図9は完成画面です。ご覧のように入力しながら装飾の変更を確認することが出来ます。 

  図9 
9. 入力が完了しましたら、次は投稿の公開となりますが、「実際に公開したらどんなレイアウトで表示されるん

だろう」という不安があるかと思います。そのようなときに便利な機能が“下書きとして保存する”ボタン

です。図10をご覧ください。 

                                      図10 
10. 図の“下書きとして保存する”ボタンをクリックするとこの投稿はブログでは公開されず、後述するプレビ

ュー機能を使うことでのみ投稿内容を確認することが出来ます。図11は“下書きとして保存する”ボタンを

クリックした後に表示されるウィンドウです。“このウィンドウを閉じる”ボタンをクリックして下さい。 
なお、その他の設定に関しましては、変更しないようお願いいたします。 

図11 
  

変更は不可です！ 
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11. “このウィンドウを閉じる”をクリックすると再び投稿画面が表示されます(図12)。 

                                  図12 
12. 図 12 の『[編集] プリビュー(記事を確認)』をクリックすると図 13 が別ウィンドウで表示され、投稿内容を

非公開のまま確認することが出来ます。 

                       図13 
13. レイアウト・記事の内容を確認して問題がないようでしたなら。図12の下部より“記事を投稿する”ボタン

をクリックし、投稿を正式に公開します。また、変更を加えたい場合は、図12の入力エリアより更に変更を

加え9～13を繰り返した後、正式公開へと進みます。 
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Ⅲ.写真の投稿とブログへの挿入 
 
1. 写真の投稿に際しての注意事項を以下に挙げてきます。 

a. アップロード(投稿)可能なファイルの種類は gif形式、jpg形式、png形式です。 
b. ファイル容量は一ファイルもしくは合計で 10 MB が上限です。 
c. ファイル容量が 500 KB を超えている画像は、長辺400ピクセルに自動的に縮小されます。 
d. 指定したサイズに合わせて縮小した画像(サムネイル)も同時に作成できるようになりました。 
e. 写真の回り込みが左右ともに可能となりました。 

2. では実際に写真データをアップロードしてみましょう。図 1 のようにメニューバーの“データ管理”にマウ

スを合せると、「画像の管理」「おすすめ商品リスト」・・・といった項目がドロップダウンメニューに表示さ

れますので「画像の管理」をクリックします。すると図2が表示されます。 

                               図1 
3. 図2表示されますので“画像アップロード”タブをクリックします。 

                          図2 
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4. 図3の画面が開きますので、“ファイルを選択”ボタンをクリックしてご自身のPCより写真ファイルを指定

します。「画像の説明」にはわかりやすいその写真の説明を入れておくことをお奨めいたします。 
※この画面からは一度に3枚の写真ファイルをアップロードできます。 

図3 
5. 図 3 の「サムネイルを作成」とは、アップロードする写真とは別に、サイズを縮小したコピーを自動的に作

成してアップロードしてくれる機能です。この機能を利用するとブログ上ではサムネイルを表示させ、その

サムネイルをクリックすると実サイズの写真が表示されるということが実現できます。 
※幅が400ピクセルを超える画像はブログの表示領域をオーバーしてしまいますのでこの機能をご利用下さ

い。 
6. “画像をアップロード”ボタンをクリックすると図4が表示されます。『画像をアップロードしました。』と

いう表示が見られれば、画像のアップロードは完了です。 

                          図4 
7. 次にブログに写真を挿入してみましょう。 
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8. 先ず下書き保存してあるブログデータを表示します。図5のようにメニューバーの“書く”にマウスを合せ、

「記事の編集・削除」をクリックします。すると図6が表示されます。 

                    図5 
9. 該当する「記事のタイトル」右側にある をクリックします。 

                         図6 
10. 図7のように記事の編集画面が表示されますので、写真を挿入したい場所にカーソルをセットします。 

                           図7 
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11. デザイン用のコントロールパネルより をクリックします。図8が開きます。 

図8 
12. 画面右側のパネルより希望する写真をクリックすると、図 7 でセットしたカーソルの位置に写真が挿入され

ます(図9)。また、画面左側のパネルからも画像のアップロードを行うことが出来ます。入力している際に写

真の追加をしたい場合は、ここから写真データをアップロードして下さい。 

図9 
13. では次にサムネイルのまわりに文字を回り込ませてみましょう。図 7 のように写真を挿入したい場所にカー

ソルをセットします。 
  

画像のアップロード

パネル
画像の挿入 
パネル 
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14. 図10のようにドロップダウンメニューより「画像を右寄せ」を選択して【サムネイル】をクリックします。

すると記事の入力エリアが図11のような表示になります。 

図10 

                           図11 
15. 図のように『ここに本文を記入してください。』と表示されますので、この文字列を消して(上書きして)記事

を入力してください (図12は完成図) 。 

                            図12 
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16. “下書きとして保存する”ボタンをクリック→『[編集] プリビュー(記事を確認)』をクリックして投稿を確

認してみましょう(図13)。『サムネイル』として挿入した写真は、クリックすると元の大きさの写真が表示さ

れます。 

図13 
17. 誤字・脱字、表現に間違いがないことを確認して、“記事を投稿する”ボタンをクリックしてブログを正式に

公開しましょう。 
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Ⅳ.携帯電話からの投稿 
 
1. このブログは携帯電話からも記事を投稿できます。図 1 のメイン画面のメニューバーより『ケータイ設定』

→『モブログ「メール投稿」』を順にクリックしてください。 

                           図1 
2. 表示された画面の右下部にQRコードがあります(図2)。 

                   図2 
3. 以下の手順で携帯電話から記事の投稿を行います。 

a. お手持ちの携帯電話からバーコードの読み取りを行います。 
b. 読み込んだコードはブログ投稿先へのメールアドレスになります。メールを起動します。 
c. 「Subject(sub、サブジェクト、見出し)」がブログのタイトルになりますのでわかりやすいタイトルを付

けます。 
d. メール本文が記事本文となります。記事を入力します。 
e. このメールに写真を添付すると、その写真はブログ本文の上に表示されます。 
f. メールを送信します(※メールが正常にブログサーバに届くと即公開となりますのでご注意ください)。 
g. 「投稿完了しました」というメールがあなたの携帯電話に届きます。以上で投稿は完了です。 
h. なお、読み取っていただいたQRコードは各ログインユーザー(単会)別に用意されていますので、投稿者

(カテゴリー)の指定はできません(※ご自身の単会に自動設定されます)。 
i. この QR コードと読み取ったメールアドレスは会員間のみで利用するものです。秘密厳守でお願いいた

します。 
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Ⅴ.記事投稿の注意事項 
 
 以下に投稿に際しての注意事項を列挙致しますので、厳守いただけますようお願いいたします。 
 
1. 個人名や企業名、写真などプライバシーに関わる情報は、必ずご本人の了承を得てから、掲載してください(特

に講話者のプロフィール・写真等)。 
2. 倫理研究所の出版物の本文掲載は、著作権の侵害に当たりますので、原則倫理研究所の許可が必要です。ま

た理事長の写真は掲載禁止ですのでご注意ください。一部引用して感想を書く場合でも、必ず引用箇所を『』

や「」で括り、出版物名を明記してください。 
3. 倫理運動の意義を自覚し、記事にする内容には十分ご注意ください。 
4. 単会役員に限り記事の投稿ができますが、投稿の際には各単会会長の了承を得てください。個々の記事に対

する責任は、全て単会会長が負うものとします。 
5. 記事の最後に、必ず投稿者名をご記入ください。 
6. パソコンから記事を投稿する時は、「カテゴリー」はご自身の単会を選んでください。携帯電話から投稿する

場合には指定不要です。 
7. 投稿に際して「半角カナ」は使わないでください(PCのOSによって文字が化ける場合があります)。 
8. 同様に“絵文字”・①②③・℡・㈱・㈲などの文字もPCによっては表示できませんのでご利用は避けてくだ

さい。 
9. コメント、トラックバック機能は利用できません。 
10. 記事は、広報委員長の判断の下、予告なく削除・修正することがあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以  上 


