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全体を通して、より詳しく調べたい方は、以下のページを参照してください。 

ウェブ制作チュートリアル  –HTML クイックリファレンス http://www.htmq.com/tutorial/  

 

ホームページの作成は、おおむね以下の手順に従って行われます。 

ホームページを作るうえで最初に取り掛かるべきことは、コンテンツとレイアウトを考えることです。 

 

1. HTML 等をアップロードするサーバーを用意する 

2. ホームページに掲載する内容を決める  

3. ページ全体の構造を決める 

4. 各ページのレイアウトを決める 

5. 各ページの配色を決める 

6. 各ページに埋め込む外部コンテンツを決める 

7. 各ページに掲載する文章を入力する 

8. 各ページに掲載する画像等を集める 

9. サーバーに JPG 等画像ファイルをアップロードする 

10. 各ページの HTML を記述する 

11. ページ全体の CSS を記述する 

12. サーバーに HTML, CSS をアップロードする 

 

 ここではデザインの話が中心となっています。コンテンツとレイアウトに関しては、ほぼ紙とペンだけ

で作業できます。技術的な話（プログラミング）に関しては、他の編を参照してください。  

 

1. HTML 等をアップロードするサーバーを用意する 

ホームページをインターネットに公開するにはサーバーが必要です。そのため、レンタルサーバ

ー業者と契約してサーバーを用意する必要があります。 

のとりでは、 fc2 が提供する無料サーバーを利用しているため、新たにサーバーを用意する必

要はありません。 

 

2. ホームページに掲載する内容を決める  

より詳しく調べたい方は、以下のページを参照してください。 

HP 作成の初心者でワイヤーフレームの作り方をよく知らない人へ  –WEBSAE 

http://websae.net/wireframe-20150303/ 

 

ホームページに載せたい内容を、とりあえず思いつくだけメモ帳等に箇条書きで書き出します。 

http://www.htmq.com/tutorial/
http://websae.net/wireframe-20150303/


次に、書き出した中身のうち、自分が伝えたい内容にそぐわないと思った余分な内容をバシバシ

削りつつ、実際に載せる内容を固めていきます。 

内容を削るのは、ページ全体の構造（次節）を決めるのと同時並行で行った方がいいでしょう。  

大事なのは、誰に、何を伝えるホームページなのかを意識しながら情報を選別することです。 

 

 実際に、のとりのホームページを作成する初期段階で検討した掲載内容は、次の通りです。こ

れに一部修正を加えたものが、現在のホームページの構造となっています。  

掲載内容を決める際、あらかじめ全体の構造（次節で詳しく述べます）を意識しておくと作業が

のちのち楽になります。 

 

 「サークルの紹介」 （新入生向け、サークルのアピールのため）  

 サークルの情報  

 土曜探鳥の紹介  

 イベント内容の紹介  

 「観察できる鳥の情報」 （新入生と愛好家向け、観察できる野鳥の周知活動のため） 

 街中で観察できる野鳥  （→後に「野鳥観察の仕方」へ移動） 

 宮城で観察できる野鳥  

 東北で観察できる野鳥  

 フィールドノート 

 「簡単な野鳥観察の仕方」 （初心者向け、バードウォッチングの広報活動のため） 

 バードウォッチングに必要な道具  

 バードウォッチングをする上で注意すべきこと 

 （後に「野鳥と季節・環境」の項目を追加） 

 上記 3 つのジャンルに含まれないコンテンツ （ページ全体の構造に含まれない） 

 のとり Twitter の埋め込み 

 サイト内検索の埋め込み 

 お問い合わせフォーム 

 活動写真  （→後に「サークルの紹介」へ移動） 

 相互リンク 

 掲示板  （後に削除、荒らし対策のため） 

 

 ホームページ上では、コンテンツは HTML によって表現されています。 

 

3. ページ全体の構造を決める 

 載せたい内容を全部 1 つのページにまとめてしまうと、冗長で何を伝えたいのかがよく分からな

いホームページとなります。そこで、載せたい内容の中身を似たようなテーマのジャンルに分割し、

トップページからリンクさせることでコンテンツを細分化します。それでもまだ 1 ページ当たりの情報

量が多くなる時は、さらに内容を分割して階層化します。 



 

技術的には、トップページから第 1 階層のページ（「サークル活動内容」等）に HTML でリンクを

貼り、さらに第 1 階層のページから第 2 階層のページ（「土曜探鳥」等）にリンクを貼り、リンク先

のページに情報を載せることで、1 ページ当たりの情報量を抑えることができます。 

 

 これを後から変更しようとすると、かなり手間がかかるので、はじめに構造をビシッと決めることを

オススメします。 

 

ページ全体の構造は階層図にすると分かりやすくなる 

 

4. 各ページのレイアウトを決める  

 レイアウトと配色がよくないと、ホームページの中身を読んでもらう前にブラウザバックされてしま

うので、特にトップページに関しては、レイアウトと配色はホームページ作成においてもっとも重要

な要素です。読み手に親切なレイアウトづくりを心がけましょう。 

 

 レイアウトは紙とペンでのスケッチでも、PhotoShop で画像を作成しても OK です。 

 レイアウトを後から変更しようとすると、ページの構造を変えるのに要する時間の倍はかかるので、

レイアウトもはじめにビシッと決めて、後から変えないようにすることをオススメします。  

 

 一般にホームページはヘッダー、フッター、メインコンテンツ、サイドバーで構成されています。ヘッ

ダーにはタイトル（トップページへのリンク）・検索・メニューバーの設置、フッターにはコピーライト表

記がなされることが多いです。 

上記の理由からヘッダーとフッターはどのホームページでも上端・下端に固定されるため、サイ

ドバーの数や左右の配置をはじめに考えることになります。 



 

一般的なホームページの構成  

 

 サイドバーに関する配置を決めたら、次に文章と画像をどこに配置するか決めます。ホームペー

ジでは、新聞のように文字を詰めるのは好ましくないので、文字間隔や行間を適切な距離で空け

るようにしましょう。Twitter 等の埋め込みパーツの配置も、この段階で決めます。 

 

 文章と画像の配置に関するルールを決めて、すべてのページでそのルールを適用すると、全体

として統一感が出ます。のとりのホームページでは、基本的に画像を上または左に大きく配置し、

その下または右に文章のかたまりを配置しています。 

 

パソコンからのアクセスだけでなく、スマホからのアクセスにも対応できるように、文字と画像は大

きくしておく必要があります。一番いいのはパソコンとスマホで表示されるサイトを変えることなので

すが、個人でホームページを作成することを考慮すると、あまり現実的ではありません。  

 

実際にレイアウトを作成した上で注意を払った内容は、以下の通りです。  

 ページ間のつながりを意識したレイアウトになっているか？  

 文字間隔・行間を空けて読みやすいレイアウトになっているか？  

 スマホで拡大することなく画像が見えるような大きさで画像を配置しているか？  

 スマホでタップしやすいレイアウトになっているか？ 

 

 レイアウトは、企業等のホームページが大いに参考になります。ぜひ活用しましょう。  

 ホームページ上では、レイアウトは CSS によって表現されています。 

 



 

トップページのレイアウト骨子  

 

5. 各ページの配色を決める 

より詳しく調べたい方は、以下のページを参照してください。 

色の効果を利用して、ホームページが与える印象をコントロールしよう  –ferret 

https://ferret-plus.com/308 

 

配色はホームページの最も重要な要素です。配色では、読み手に受け取ってほしいイメージを

考えながら、色と鮮やかさを使い分ける必要があります。 

 

のとりのトップページでは、自然を意識した配色を施しています。具体的に言えば、葉を表す緑

色、水を表す青色、木の幹を表す茶色の 3 色を主体として構成されています。また落ち着きと統

一感を演出するために、鮮やかさを抑えめにしています。さらに、3 色の割合も、安心感が得られ

る緑が多くなるように調整しています。 

また背景を白色に設定することで、読み手が読みやすい環境にしています。黒や暗い色を基

調とすることはオススメしません。 

 

サークル情報のページでは、明るいイメージを表現するためにポップな配色を心がけています。

野鳥情報のページでは、グーグルマップのピンの配色と一致させています。野鳥観察のページで

は、自然を意識しつつ、明るめの配色を心がけています。 

 

 

 

 

 

 

https://ferret-plus.com/308


配色の決定に際して、COLOURlovers（http://www.colourlovers.com/palettes）を参考にし

ました。みなさんもぜひ参考にしてください。  

 

 

トップページのカラーパレット 

 

6. 各ページに埋め込む外部コンテンツを決める  

 のとりホームページでは、外部コンテンツとして、Google 検索、最新情報表示のために Twitter

を、探鳥地を地図上で示すのに Google Map を利用しています。 

 外部コンテンツは、各外部ページにて表示される埋め込み用の HTMLを、ホームページの HTML

に直接組み込むことになります。 

 

 ホームページ内で利用したい機能があるけれど、あまりにも高度すぎて自分でプログラミングでき

ないときには、外部コンテンツは非常に強力なツールになります。必要に応じて活用しましょう。 

 

7. 各ページに掲載する文章を入力する 

箇条書きで考えた掲載内容を文章に起こし、Word やメモ帳に入力します。入力した文章は、

後ほど HTML に組み込むことになります。最終的に、このとき作成した文章をホームページに載せ

ることになるので、文章の表現には注意しましょう。掲載する前に、他の人に文章の添削をお願

いするといいでしょう。 

 

8. 各ページに掲載する画像等を集める 

「ホームページの作成法  素材編」を参照してください。 

著作権および肖像権の侵害となりうる画像については、適切な処置を施しましょう。 

 

9. サーバーに JPG 等画像ファイルをアップロードする 

「ホームページの作成法  素材編」を参照してください。 

アップロード時に画像がクラッシュすることがあります。アップロードの度にブラウザで動作確認を

しましょう。 

 

10. 各ページの HTML を記述する 

「ホームページの作成法  HTML 編」を参照してください。 

HTML の役割は、掲載内容を検索エンジンに案内することや、リンクや画像を貼ることです。 

1 文字でも文字が違ったり、全角空白があったりするとバグります。根気よく作業しましょう。  

CSS の記述と並行して作業を行うことがあります。 

 

 

http://www.colourlovers.com/palettes


11. ページ全体の CSS を記述する 

「ホームページの作成法  CSS 編」を参照してください。 

CSS の役割は、パーツの大きさや色、配置を決めることです。 

CSS のバグは HTML のバクに比べて致命的になることが多いです。頑張りましょう。  

HTML の記述と並行して作業を行うことがあります。  

 

12. サーバーに HTML, CSS をアップロードする  

「ホームページの作成法  CSS 編」を参照してください。 

JPG 等の画像ファイル、HTML および CSS をサーバーにアップロードし、ブラウザで動作確認を

して、すべてがうまく相互に機能していることが確認出来たら、ホームページの完成です。 

お疲れ様でした。 
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