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はじめに 
 
この度は、キッズリンクをご利用いただき、誠に有り難うございます。 
本書「編集マニュアル」は、キッズリンクをご利用いただいている方を対象とした説明

書です。すでに「利用規約」に同意いただいている事を前提とします。まだ、利用規約を

ご覧いただいてない方は、必ずお読みになってからご利用ください。利用規約は、ホーム

ページ編集画面から参照できます。詳しい参照方法は、「2 基本的な操作」で説明してい

ます。 
ホームページの編集およびデザインの変更に関する説明は、基礎編と応用編の２ステッ

プに分けて記載してあります。キッズリンクは、初心者の方でも簡単にホームページの書

き換えができるように工夫してあるため、基礎編のみお読みになられても充分にご利用い

ただけるようになっています。ある程度慣れてきましたら、応用編にチャレンジしてみて

ください。 
 
※ 本書は２００３年８月現在のシステムを元に作成しています。機能拡張に伴い、予告な

く変更される場合があります。予めご了承ください。 
 
 

ホームページ運用のポイント 
 
 キッズリンクをお使いの幼稚園／保育園での成功事例から、ホームページを有効にお使

いいただくためのポイントをまとめました。今後のホームページ運用にお役立てください。 
 
◆ ホームページがあることを保護者に教えましょう！ 
 お便りを利用して、ホームページのアドレスを保護者にお知らせしましょう。園の入口

などに「ホームページのご案内」ポスターを貼ると、さらに効果があるでしょう。 
 
◆ 写真を掲載しましょう！ 
 保護者に人気のページは、何といっても写真のページです。行事や普段の様子などをデ

ジカメで撮影してホームページに掲載すると大変喜ばれます。 
 
◆ 最低でも月１回は更新しましょう！ 
 せっかく作ったホームページも、更新をしないと誰も見てくれなくなります。まめに更

新することにより、ホームページを利用する文化が根付いていきます。更新頻度の目安は

月１回です。がんばってください。 
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1 お使いになる前に 

 
キッズリンクをお使いになる前に、以下をお読みください。 
 
1.1 ユーザ情報 
ホームページを編集するためには、お客様専用のユーザＩＤとパスワードが必要です。 

別紙「お客様情報」を参照してください。 
 
1.2 メニュー名対応表 
ホームページに表示される各ページの名称（＝ホームページでのメニュー名）は、お客

様用に作成されており、内容を更新するための項目名称（＝編集画面でのメニュー名）と

は必ずしも一致しません。 
「ホームページでのメニュー名」と「編集画面でのメニュー名」の対応は、別紙「お客

様情報」を参照してください。 
 
1.3 お手軽モード使用時の注意点 

「お手軽モード」は、弊社キッズリンク事務局にホームページのデザインをご依頼され 
ていないお客様を対象とした、簡易デザイン作成機能です。 
弊社キッズリンク事務局にホームページのデザインをご依頼されたお客様や、既にホー 

ムページのデザインを完成されているお客様が「お手軽モード」を使用されると、作成 
されたデザインが壊れてしまう場合がありますので「お手軽モード」はご使用にならな 
いようお願いいたします。 
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2 基本的な操作 

 

ここでは、ホームページ編集の基本的な手順を説明します。 
 
2.1 インターネットに接続する 
ホームページの更新はインターネット上で行います。まず、お手持ちのパソコンを起動

してインターネットに接続してください。詳細は、ご利用中のインターネット接続業者か

ら配布されている説明書を参照してください。 
 
2.2 キッズリンクホームページを表示する 

インターネットに接続できたら、ホームページを見るためのソフト（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ、

ﾈｯﾄｽｹｰﾌﾟﾅﾋﾞｹﾞｰﾀなど）を起動して、アドレスに「http://www.kidslink.jp/」と入力してく

ださい（操作①）。その後、「移動」ボタンをクリック、または、「Enter キー」を押してく

ださい（操作②）。図 2.2.1 のキッズリンクホームページが表示されます。 

 

図 2.2.1 

2.3 ホームページ編集メニューを表示する 
2.2 で表示したキッズリンクホームページの下方にある「ホームページ編集」をクリッ

クしてください（操作③）。図 2.3.2 のユーザ認証画面が表示されます。 

 

図 2.3.1 
操作③ ここをクリック 

操作① アドレスを入力 
操作② ここをクリック 
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図 2.3.2 

 キッズリンクは、利用規約に同意していただいた場合に限りご利用いただけます。まだ

利用規約をご覧いただいてない方は「利用規約」をクリックしてください（操作④）。図

2.3.3 のキッズリンク利用規約画面が表示されます。 

 

図 2.3.3 

 利用規約をお読みいただいた上で同意していただけましたら、「ウィンドウを閉じる」ボ

タンをクリックしてください（操作⑤）。図 2.3.2 のユーザ認証画面に戻りますので「ユー

ザＩＤ」と「パスワード」（※１）を入力して（操作⑥）、「送信する」ボタンをクリックし

てください（操作⑦）。同意していただけない場合は、誠に残念ですがキッズリンクをご利

用いただけません。 
 
（※１）ユーザＩＤとパスワードは、別紙「お客様情報」に記載されています。 

パスワードを変更したい場合には、「8 ユーザ情報の変更」を参照してください。 

操作⑥ ここに入力 

操作⑦ ここをクリック 

操作⑤ ここをクリック 

操作④ ここをクリック 
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ユーザＩＤとパスワードが正しく入力された場合、図 2.3.4 のホームページ編集メニュ

ーが表示されます。ホームページの文章の編集やデザインの変更などのすべての作業は、

ホームページ編集メニューから行います。 

 
図 2.3.4 

（※２）このメニュー名は、ホームページのメニュー名と必ずしも一致しません。 

メニューごとの対応表は、別紙「お客様情報」に記載されています。 

 
2.4 写真データを登録する 
 ホームページの更新を行う前に、あらかじめ写真データ（画像）を登録しておきます。

ここでは、写真データの登録方法について説明しますが、背景、アイコンについても同様

な操作で登録することができます。 
 登録できる写真データの容量（ファイルサイズ）は１枚に付き 50KB（キロバイト）ま

でです。作業を開始する前に適正な写真データを用意してください（※１）。 
 
（※１）お手持ちの画像処理ソフトを使用して 50KB 以下になるように編集してください。 

写真データの名前（ファイル名）に全角文字、半角カナは使用しないでください。 

 

使用不可： 全角文字  → Ａ、ａ、あ、ア など 

半角カナ  → ｱｲｳ など 

使用可 ： 半角英数字 → ABC、abc、123 などの組み合わせ 

 

編集画面でのメニュー名（※２）

操作⑧ ここをクリック 
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写真データの用意ができましたら、図 2.3.4 のホームページ編集メニューで「素材の管

理」をクリックしてください（操作⑧）。図 2.4.1 の素材の管理画面が表示されますので、

「素材の一覧画面の設定」が次のようになっていることを確認してください（操作⑨）。 
 

・「画像一覧での画像表示」       → 表示する 
・「複数ファイル同時アップロード機能」 → 使用しない 
 

設定が違っていても問題はありませんが、以降の説明は上記設定で行います。設定を変

更する場合は、操作⑨部分を変更し「設定を保存」ボタンをクリックします（操作⑩）。そ

の後、画面に表示された「戻る」をクリックして図 2.4.1 へ戻ります。詳しくは「7 素材

の一覧画面の設定」を参照してください。 
 
「素材の一覧画面の設定」が確認できたら、「画像の登録と削除」の右側にある「選択」

ボタンをクリックしてください（操作⑪）。 

 

図 2.4.1 

 図 2.4.2 の画像の一覧画面が表示されますので「画像をアップする」（※２）ボタンをク

リックしてください（操作⑫）。 
 
（※２）アップ ＝ アップロード 

→ 使用中のパソコンからネットワーク上にファイルを転送すること 

【逆】ダウンロード 

 

操作⑪ ここをクリック 

操作⑨ ここを確認 

操作⑩ ここをクリック 
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図 2.4.2 

 図 2.4.3(a)の写真データを選択するための画面が表示されますので「参照」ボタンをク

リックしてください（操作⑬）。 
 
 

 

図 2.4.3 

図 2.4.3(b)のファイル選択画面が表示されますので、ご自分のパソコンにある写真デー

タを選択してください（操作⑭）。「開く」ボタンをクリックし、図 2.4.3(a)の画面に戻り

ます。画面上に、選択した写真データの場所（ファイルパス）が表示されていることを確

認してください。確認ができましたら、「ファイルを登録する」ボタンをクリックしてくだ

さい（操作⑮）。 
図 2.4.3(c)のように「下の画像が登録されました」というメッセージが表示されますの

で、「ウィンドウを閉じる」ボタンをクリックしてください（操作⑯）。 

操作⑫ ここをクリック 

（a） （c）

（b）
操作⑬ ここをクリック 

操作⑮ ここをクリック 

操作⑭ ここから選択 

操作⑯ ここをクリック 
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 その後、「一覧のリロードボタンを押して画面を更新してください」というメッセージが

表示されます。「OK」ボタンをクリックしてメッセージを閉じます。 
 図 2.4.4 の画像の一覧画面に戻りますので、先程のメッセージにあったように「リロー

ド」ボタンをクリックしてください（操作⑰）。更新された画像の一覧が表示されます。 

 

図 2.4.4 

 図 2.4.5 のように選択した写真データが登録されていることを確認してください（操作

⑱）。登録される場所は、写真データの名前によって変わります。 

 

図 2.4.5 

2.5 ページを編集する 
キッズリンクの編集画面では、すべてのページにおいて同様な操作性を提供しています。

ここでは、編集画面の基本的な使い方を説明します。 
 

操作⑰ ここをクリック 

操作⑱ ここを確認 
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◆ 設定項目について 
 編集画面の設定項目について説明します。 

 

図 2.5.1 

① ページスタイル設定 
ページスタイルは、文章と画像（写真データなど）の位置関係（上下、左右など）を表

します。図 2.5.1 の「選択」ボタンをクリックすると、図 2.5.2 のスタイル選択画面が表示

されます。好みのスタイルの下に付いている番号のボタン（図 2.5.2 では、「1」～「5」の

ボタン）をクリックしてスタイルを選択します。ホームページでは、選択したスタイルの

文章と画像の位置関係に従って表示されます。 
 

 
 
 
 

図 2.5.2 

② 記事数の増減 
キッズリンクでは、図 2.5.3 のタイトル、文章、画像、他設定項目を含む１つのグルー

プを「記事」と呼びます。ホームページでは、これらの記事を上から順番に表示します。 

② 記事数の増減 

③ 画像サイズ設定 

④ 罫線表示設定 

① ページスタイル設定
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 １ページに表示できる記事数の上限は 30 です。図 2.5.1 の②に必要な記事の数を入力し

て「更新」ボタンをクリックすると、入力できる記事の数が変更されます。 
現在の数値より大きい数値を入力して「更新」ボタンをクリックすると、空白の記事が

ページ最下部に追加されます。（現在の記事の数値が 5 で、新たに 8 を入力して「更新」

ボタンをクリックした場合には、一番下に 3 つの記事が追加されます。）現在の数値より

小さい数値を入力して「更新」ボタンをクリックすると、ページ下部の記事がいくつか削

除されてしまいますので注意してください。（現在の記事の数値が 5 で、新たに 3 を入力

して「更新」ボタンをクリックした場合には、下から２つの記事が削除されてしまいます。） 

 

図 2.5.3 

③ 画像サイズ設定 

 キッズリンクでは、画像の大きさを設定する方法が限られています。ホームページに表

示する画像の大きさは、「元のサイズ」、「大」、「中」、「小」の 4 通りです。大きさの違い

は、図 2.5.4 の(a)(b)(c)(d)を参照してください。 
 

 ・元のサイズ ・・・ 使用する画像の大きさをそのままで表示します。 
事前に画像加工などの処理が必要です。 

 ・大、中、小 ・・・ すべての画像の大きさ（横幅）を既定のサイズに 
強制的に変換します。 

 

記 事 
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図 2.5.4 

④ 罫線表示設定 
 罫線表示を「実線」に指定した場合、各記事を枠線で囲みます。「空白」または「なし」

を指定した場合、枠線は表示されません。「空白」を指定した場合には、枠線部分に空白が

挿入されます。記事のまとまりを強調したい場合には「実線」を指定し、シンプルにした

い場合には「空白」を指定すると良いでしょう。画像と文字を密着させたい場合には「な

し」を指定してください。 
表示の違いは、図 2.5.5 の(a)(b)(c)を参照してください。 

 
 

  
 

図 2.5.5 

（a）元のサイズ 

（c）中 （b）大 （d）小 

（a）実線

（b）空白 （c）なし 
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◆ 記事の編集について 
編集画面の記事の編集について説明します。 
 

 

図 2.5.6 

① 画像選択 
 記事に画像を表示したい場合には、デジカメ等で撮影した画像を掲載することができま

す。「選択」ボタンをクリックして画像の選択や登録が行えます。「選択」ボタンをクリッ

クすると画像の一覧が表示されますので、表示したい画像の下にある数字のボタンをクリ

ックして画像を選択します。画像を選択していなければホームページには表示されません。

新規画像の登録方法は「2.4 写真データを登録する」を参照してください。 

 

図 2.5.7 

② 記事タイトル入力 
 タイトル入力エリアをクリックして、記事のタイトルを入力します。文字は内容より少

し大きめに文字で表示されます。入力していなければホームページには表示されません。 

① 画像選択 

② 記事タイトル入力 

③ 文章入力 

④ 箇条書きアイコン 

⑤ 文字位置設定 

⑥ 記事の削除 

数字のボタン 
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図 2.5.8 

③ 文章入力 
 文章入力エリアをクリックして、記事の内容を入力します。入力できる文章の文字数や

行数に制限はありませんが、段落毎に記事を分けておくと編集の時に便利です。 
 
④ 箇条書きアイコン 
 ③の文章入力エリア内で行頭に“・（全角）”を付けると、インターネットで見た時に選

択したアイコンと“・”を置き換えてくれます。「アイコンの選択」ボタンをクリックして

アイコン画像の選択や登録が行えます。「アイコンの選択」ボタンをクリックするとアイコ

ンの一覧が表示されますので、使用したいアイコンの下にある数字のボタンをクリックし

て、アイコンを選択します。アイコンを選択していなければ置換は行われません。新規ア

イコンの登録方法は「2.4 写真データを登録する」を参照してください。 

 

図 2.5.9 

⑤ 文字位置設定 
 文章を左寄せ、中央、右寄せに設定できます。 
 
⑥ 記事の削除 
 記事を削除したい場合には、削除する記事のタイトル欄にある⑥の「削除」ボタンをク

リックします。この時、削除する記事の下に別の記事がある場合は、表示位置が繰り上が

ります。 
 

文章１ 
文章２ 
文章３ 

・ 文章１ 
・ 文章２ 
・ 文章３ 

記事タイトル 

数字のボタン 



 14

◆ 編集補助機能について 
編集画面の編集補助機能について説明します。 

 

図 2.5.10 

① ヘルプ 
 インターネット上で見ることができる、キッズリンクの説明書です。 
 
② プレビュー 
 ホームページの書き換えは、外部に公開しているだけに少し不安のあるものです。プレ

ビューは、外部に公開する前に間違いがないか事前にチェックするための機能です。 
 記事を書き換えたあと、「プレビュー」ボタンをクリックしてホームページのできあがり

具合を確認することができます。確認後は、図 2.5.11 のプレビュー画面上部に表示されて

いる「プレビュー閉じる」ボタンをクリックしてホームページ編集画面に戻ります。 

 

図 2.5.11 

① ヘルプ 

② プレビュー 

③ 記事の挿入 

④ 元に戻す 

⑤ 前へ戻る 

｢プレビュー閉じる｣ボタン 
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③ 記事の挿入 
 「ここに記事を挿入する」ボタンをクリックすると、クリックしたボタンの位置に新し

い記事を１つ挿入します。同時に、「記事の数」設定が自動で 1 プラスされます。この時、

すでに「記事の数」が 30（最大値）に設定されている場合は、クリックした位置に記事が

1 つ挿入され、最下部の記事が 1 つ削除されますので注意してください。 
 
④ 元に戻す 
 「データを保存」ボタンを最後にクリックしたところまで、編集内容を戻します。現在

作業中の内容は消えてしまいますので注意してください。 
 
⑤ 前へ戻る 
 1 つ前の編集ページを表示します。現在作業中の内容は消えてしまいますので注意して

ください。 
 
2.6 ページを保存する 

キッズリンクのホームページ編集作業は、すべてのページにおいて「データを保存」ボ

タンをクリックして完了します。 
編集した内容を「プレビュー」ボタンで確認し、内容に問題がなければ「データを保存」

ボタンをクリックしてください。その後、「データを保存しました」というメッセージが表

示されると、編集した内容でホームページが外部に公開されます。 

  

図 2.6.1 

 

「データを保存」ボタン 

保存完了メッセージ



 16

3 ホームページの編集（基礎編） 

 
ここでは、各ページを更新する手順を説明します。 
 
3.1 文章を編集する 
 文章の編集は以下の手順で行います。ここでは、園だよりの編集方法を説明しますが、

他のページについても同様の手順で編集することができます。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから編集したいページ名をクリックしてください。「ホームページ

でのメニュー名」と「編集画面でのメニュー名」の対応は、別紙「お客様情報」を

参照してください。ここでは「園だよりページ」を選択します。 

 

図 3.1.1 

STEP3 図 3.1.2 の画面左側のメニューから「園だよりの編集」をクリックしてください。 
園だより以外のページでも「×××の編集」という項目が画面左側のメニューに

ありますので、そちらをクリックしてください。園紹介のページでは「保育方針」、

「保育時間」など、募集要項のページでは「募集人員」、「入園手続き」などをクリ

ックしてください。 

STEP2 ここをクリック 
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図 3.1.2 

STEP4 図 3.1.3 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名左側の をクリックしてください。新しいページを作成する場合は「新規登録」

を選択してください。 
選択された状態とは、ページ名の左側が の状態になっていることを指します。 
「トップページ」、「園紹介ページ」、「募集要項ページ」、「新着情報ページ」、

「父母の会ページ」では、ページの一覧は表示されません。 

 

図 3.1.3 

STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 3.1.4 のように STEP4で選択した編集ページが表示されます。編集画面には、

現在のホームページに表示されている文章や画像（写真データなど）が入力されて

います。新しいページを作成した場合には、何も入力されていません。 
必要に応じて項目を設定します。詳しくは「2.5 ページを編集する」を参照して

ください。 

STEP4 ここから選択 

STEP3 ここをクリック 

STEP5 ここをクリック 
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図 3.1.4 

STEP7 記事を編集します。編集できる項目は、「記事タイトル」、「画像」、「内容」、「箇

条書きアイコン」、「テキストの位置」、「リンク先」です。詳しくは「2.5 ページを

編集する」を参照してください。 
 
    ・記事タイトル  ： 掲載する文章（段落）のタイトルを記入します。 

    ・画像      ： 写真を一緒に掲載する場合は写真データを選択します。 

    ・内容      ： 掲載する文章の本文を記入します。 

   ・箇条書きアイコン： ｢内容｣行頭の“・”と置換するアイコンを選択します。 

    ・テキストの位置 ： 文字の表示位置（左寄せ、中央、右寄せ）を設定します。 

    ・リンク先    ： ｢画像｣をクリックした時の動作を設定します。詳しくは「5.3 他のホー

ムページを表示する」で説明します。 

 

 

図 3.1.5 

STEP6 ここを設定 

STEP7 ここを編集 

STEP8 ここをクリック 
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STEP8 記事の編集が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページの

できあがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタン

をクリックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には

「2.5 ページを編集する」を参照してください。 
 
STEP9 必要に応じてSTEP6～STEP8の作業を繰り返してください。編集が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 

 

図 3.1.6 

STEP10 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、園だよりの

編集は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
3.2 行事予定表を編集する 
予定表は、毎月の行事予定をお知らせするページです。「今月の予定」ページとして現在

の月の予定を自動的に表示しますので、1 年間の予定をあらかじめ入力しておくことがで

きます。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「園だよりページ」をクリックしてください。 

STEP9 ここをクリック 
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図 3.2.1 

STEP3 図 3.2.2 の画面左側のメニューから「予定表の編集」をクリックしてください。 

 

図 3.2.2 

STEP4 図 3.2.3 のように今月から 12 ヶ月先までの各月が選択できる画面が表示されま

すので、編集したい月の「予定」をクリックしてください。ここでは 2004 年 4 月

の「予定」を選択します。 

STEP3 ここをクリック 

STEP2 ここをクリック 
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図 3.2.3 

STEP5 図 3.2.4 の行事予定入力画面が表示されますので、該当する日の「予定」欄に行

事名を入力してください。 

 
図 3.2.4 

STEP6 創立記念日、春休み、夏休みなど、休園日の色を変えて表示したい場合には、該

当する日の「休日」欄にチェック（ ）をしてください。（土、日、祝祭日は自動

的に色が変わります。） 
 
STEP7 予定表の編集が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページ

のできあがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタ

ンをクリックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には

「2.5 ページを編集する」を参照してください。 
 

STEP4 ここをクリック 

STEP5 ここに入力 

STEP6 ここにチェック 
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STEP8 必要に応じてSTEP5～STEP7の作業を繰り返してください。編集が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 

 

図 3.2.5 

STEP9 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、予定表の編

集は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
3.3 献立表を編集する 
献立表は、毎月の給食献立をお知らせするページです。「今月の給食」ページとして現在

の月の献立を自動的に表示しますので、1 年間の献立をあらかじめ入力しておくことがで

きます。 

 

STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「園だよりページ」をクリックしてください。 

STEP8 ここをクリック 
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図 3.3.1 

＊ 献立表を初めて使う場合は、STEP3～STEP6 を実行してください。すでにお使いの場

合は、STEP7 から実行してください。 
 
STEP3 図 3.3.2 の画面左側のメニューから「献立表の管理」をクリックしてください。 

 

図 3.3.2 

STEP4 献立表に掲載する項目の種類と名前を設定してください。図 3.3.3 では、「メニュ

ー」と「材料」の 2 項目を掲載する設定になっています。 

STEP2 ここをクリック 

STEP3 ここをクリック 
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図 3.3.3 

STEP5 設定が完了したら「データを保存」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 「データを保存しました。」というメッセージが表示されたら、献立表の初期設

定は完了です。引き続き、STEP7 を実行してください。 
 
STEP7 図 3.3.4 の画面左側のメニューから「献立表の編集」をクリックしてください。 

 
図 3.3.4 

STEP8 図 3.3.5 のように今月から 12 ヶ月先までの各月が選択できる画面が表示されま

すので、編集したい月の「献立」をクリックしてください。ここでは 2004 年 4 月

の「献立」を選択します。 

STEP7 ここをクリック 

STEP4 ここを設定 

STEP5 ここをクリック 
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図 3.3.5 

STEP9 図 3.3.6 の献立入力画面が表示されますので、該当する日に献立を入力してくだ

さい。 

 

図 3.3.6 

STEP10 献立の入力が設定が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホーム

ページのできあがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」

ボタンをクリックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合

には「2.5 ページを編集する」を参照してください。 
 

STEP11 必要に応じて STEP9～STEP10 の作業を繰り返してください。編集が完了した

ら、画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

STEP8 ここをクリック 

STEP9 ここに入力 
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図 3.3.7 

STEP12 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、献立表の編

集は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
3.4 写真ページを編集する 
キッズリンクでは、写真を掲載する専用のページを用意しています。遠足や運動会の写

真など、アルバムのページとしてお使いいただけます。 
写真を掲載するには、パソコンへの写真の取り込み（デジタルカメラ、イメージスキャ

ナ）、取り込んだ写真の加工（画像処理ソフト）などの操作方法を習得する必要があります。

これらの操作方法は、お使いの各製品に添付された説明書を参照してください。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「作品展」をクリックしてください。 

STEP11 ここをクリック
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図 3.4.1 

STEP3 図 3.4.2 の画面左側のメニューから「作品展の編集」をクリックしてください。 

 

図 3.4.2 

STEP4 図 3.4.3 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名左側の をクリックしてください。新しいページを作成する場合は「新規作成」

を選択してください。 
選択された状態とは、ページ名の左側が の状態になっていることを指します。 

STEP3 ここをクリック 

STEP2 ここをクリック 
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図 3.4.3 

STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 3.4.4 のように STEP4で選択した編集ページが表示されます。編集画面には、

現在のホームページに表示されている文章や画像（写真データなど）が入力されて

います。新しいページを作成した場合には、何も入力されていません。 
必要に応じて項目を設定します。詳しくは「2.5 ページを編集する」を参照して

ください。 

 

図 3.4.4 

STEP7 記事を編集します。編集できる項目は、「小見出し」、「画像」、「コメント」、「箇

条書きアイコン」、「テキストの位置」、「リンク先」です。詳しくは「2.5 ページを

編集する」を参照してください。 
 

STEP4 ここから選択 

STEP5 ここをクリック 

STEP6 ここを設定 
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    ・小見出し    ： 掲載する写真の小見出しを記入します。 

    ・画像      ： 掲載する写真を選択します。 

    ・コメント    ： 掲載する写真の簡単な説明を記入します。 

    ・箇条書きアイコン： ｢コメント｣行頭の“・”と置換するアイコンを選択します。 

    ・テキストの位置 ： 文字の表示位置（左寄せ、中央、右寄せ）を設定します。 

    ・リンク先    ： ｢画像｣をクリックした時の動作を設定します。詳しくは「5.3 他のホー

ムページを表示する」で説明します。 

 

 

図 3.4.5 

STEP8 記事の編集が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページの

できあがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタン

をクリックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には

「2.5 ページを編集する」を参照してください。 
 
STEP9 必要に応じてSTEP6～STEP8の作業を繰り返してください。編集が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 

STEP7 ここを編集 
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図 3.4.6 

STEP10 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、写真ページ

の編集は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
3.5 掲示板を管理する 
掲示板は、保護者の方々と情報交換をするページです。書き込み内容のチェックや質問

事項に対する返答はなるべく早めに行った方が良いでしょう。ここでは、掲示板に書き込

まれた記事の削除方法を説明します。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「掲示板」をクリックしてください。 

STEP9 ここをクリック 
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図 3.5.1 

STEP3 図 3.5.2 の画面左側のメニューから「投稿記事の管理」をクリックしてください。 

 

図 3.5.2 

STEP4 図 3.5.3 のように書き込まれた記事の一覧が表示されます。削除したい記事の「削

除」欄にチェック（ ）をしてください。 

STEP3 ここをクリック 

STEP2 ここをクリック 
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図 3.5.3 

STEP5 「削除する」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 3.5.4 のように「以下の記事を削除します、よろしいですか？」という確認メ

ッセージが表示されますので、問題がなければ「削除する」ボタンをクリックして

ください。 

 

図 3.5.4 

STEP7 「削除処理を完了しました」というメッセージが表示されたら、掲示板に書き込

まれた記事の削除は完了です。実際のホームページで削除されたことを確認してく

ださい。 
 

STEP4 ここをチェック 

STEP5 ここをクリック 

STEP6 ここをクリック 

STEP6 ここを確認 
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3.6 リンク集を編集する 
リンク集は、他のホームページを紹介するページです。保護者の役に立つホームページ

やお友達のホームページを紹介できます。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「リンク集」をクリックしてください。 

 

図 3.6.1 

STEP3 図 3.6.2 の画面左側のメニューから「リンク集の編集」をクリックしてください。 

 

図 3.6.2 

STEP3 ここをクリック 

STEP2 ここをクリック 
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STEP4 図 3.6.3 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名左側の をクリックしてください。新しいページを作成する場合は「新規作成」

を選択してください。 
選択された状態とは、ページ名の左側が の状態になっていることを指します。 

 
図 3.6.3 

STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 3.6.4 のように STEP4で選択した編集ページが表示されます。編集画面には、

現在のホームページに表示されている文章や画像が入力されています。新しいペー

ジを作成した場合には、何も入力されていません。 
必要に応じて項目を設定します。詳しくは「2.5 ページを編集する」を参照して

ください。 

 
図 3.6.4 

STEP4 ここから選択 

STEP5 ここをクリック 

STEP6 ここを設定 
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STEP7 記事を編集します。編集できる項目は、「ホームページ名」、「ＵＲＬ」、「画像」、

「コメント」、「箇条書きアイコン」です。詳しくは「2.5 ページを編集する」を参

照してください。 
 
    ・ホームページ名 ： 紹介するホームページのタイトルを記入します。 

    ・ＵＲＬ     ： 紹介するホームページのアドレスを記入します。 

    ・画像      ： 画像を一緒に掲載する場合は画像を選択します。 

    ・コメント    ： 紹介するホームページの簡単な説明を記入します。 

    ・箇条書きアイコン： ｢コメント｣行頭の“・”と置換するアイコンを選択します。 

 

 

図 3.6.5 

STEP8 記事の編集が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページの

できあがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタン

をクリックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には

「2.5 ページを編集する」を参照してください。 
 
STEP9 必要に応じてSTEP6～STEP8の作業を繰り返してください。編集が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 

STEP7 ここを設定 
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図 3.6.6 

STEP10 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、リンク集の

編集は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
3.7 パスワードを設定する 
キッズリンクでは、各ページにパスワードを設定することができます。パスワードを設

定することで、部外者はそのページを見ることができません。必要に応じてパスワードを

設定してください。ここでは、作品展の設定方法を説明しますが、他のページについても

同様の手順で設定することができます。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューからパスワードを設定するページ名をクリックしてください。「ホ

ームページでのメニュー名」と「編集画面でのメニュー名」の対応は、別紙「お客

様情報」を参照してください。ここでは「作品展」を選択します。 

STEP9 ここをクリック 
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図 3.7.1 

STEP3 図 3.7.2 の画面左側のメニューから「パスワードの編集」をクリックしてくださ

い。 

 

図 3.7.2 

STEP4 図 3.7.3 の「新しいパスワード」欄に設定するパスワードを入力し、確認のため

「確認入力」欄にも同じパスワードを入力してください。 

STEP2 ここをクリック 

STEP3 ここをクリック 
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図 3.7.3 

STEP5 「変更する」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 「パスワードを変更しました。」というメッセージが表示されましたら、パスワ

ードの設定は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
パスワードが正しく設定された場合、実際のホームページでは図 3.7.4 の画面が

表示されます。 

 
図 3.7.4 

 

STEP4 ここに入力 

STEP5 ここをクリック 
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4 デザインの変更（基礎編） 

 
ここでは、各ページのデザインを変更する手順を説明します。 
 
4.1 デザイン変更画面の説明 
 デザイン変更画面について説明します。図 4.1.1 は、各ページ共通のページスタイル編

集画面です。 

 

図 4.1.1 

「見出し」は、各ページのタイトルで、通常各ページのトップに表示されます。「小見出し」

は、各記事のタイトルです。「本文」は、各記事の文章です。 

   
 

図 4.1.2 

見出し 

小見出し 

本文 

（b）編集画面 （a）ホームページ画面 

① 背景画像 

② 見出し 
(背景色、文字色／大きさ)

③ 小見出し 
(背景色、文字色／大きさ)

④ 本文 
(背景色、文字色／大きさ)
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図 4.1.2(a)のホームページ画面では以下のように設定しています。参考にしてください。 
 

・見出し背景色 ：｢青｣ ・見出し文字色 ：｢明るい白｣ ・見出し文字大きさ ：｢４｣

・小見出し背景色：｢明るい黄｣ ・小見出し文字色：｢橙｣ ・小見出し文字大きさ：｢３｣

・本文背景色  ：｢なし｣ ・本文文字色  ：｢黒｣ ・本文文字大きさ  ：｢２｣

 
4.2 ページの背景を変更する 

各ページの背景を変更するための手順を説明します。ここでは、園だよりの編集方法を

説明しますが、他のページについても同様の手順で編集することができます。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューからデザインを変更したいページ名をクリックしてください。「ホ

ームページでのメニュー名」と「編集画面でのメニュー名」の対応は、別紙「お客

様情報」を参照してください。ここでは「園だよりページ」を選択します。 

 

図 4.2.1 

STEP3 「背景の選択」ボタンをクリックしてください。 

STEP2 ここをクリック 
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図 4.2.2 

STEP4 図 4.2.3 のような背景の一覧が表示されますので、好みの背景の下に付いている

番号のボタンをクリックしてください。 

 

図 4.2.3 

STEP5 図 4.2.4 のように、STEP4 で選択した背景が設定されていることを確認してくだ

さい。 

STEP3 ここをクリック 

STEP4 ここをクリック 
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図 4.2.4 

STEP6 背景の変更が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページの

できあがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタン

をクリックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には

「2.5 ページを編集する」を参照してください。 
 
STEP7 必要に応じてSTEP3～STEP6の作業を繰り返してください。設定が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 

 

図 4.2.5 

STEP8 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、デザインの

変更は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 

STEP5 ここを確認 

STEP7 ここをクリック 
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4.3 文字のデザインを変更する 
ホームページに表示する文字の大きさ、色を変更する手順を説明します。ここでは、園

だよりの編集方法を説明しますが、他のページについても同様の手順で編集することがで

きます。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューからデザインを変更したいページ名をクリックしてください。「ホ

ームページでのメニュー名」と「編集画面でのメニュー名」の対応は、別紙「お客

様情報」を参照してください。ここでは「園だよりページ」を選択します。 

 

図 4.3.1 

STEP3 図 4.3.2 のようなページスタイルの編集画面が表示されます。必要に応じて各項

目を設定します。設定内容はそのページだけに適用されます。各項目の詳細は以下

で説明します。 

STEP2 ここをクリック 
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図 4.3.2 

◆ 文字／背景の色 
 文字／背景の色は、図 4.3.3 のサンプルのようになります。実際の画面では異なる色合

いになりますので、画面上での確認をお願いします。 
 

白     赤     緑     青     黄     黒     橙 
 
 
明るい白  明るい赤  明るい緑  明るい青  明るい黄  明るい黒  明るい橙 
 
 

図 4.3.3 

◆ 文字の大きさ 
 文字の大きさは、図 4.3.4 のサンプルのようになります。サンプルでは本文の文字の大

きさを「1」「3」「5」「7」で表示しています。 
ホームページをご覧になる方のパソコンの設定により異なりますので、画面上での確認

をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEP3 ここを変更 
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図 4.3.4 

STEP4 デザインの変更が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームペー

ジのできあがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボ

タンをクリックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合に

は「2.5 ページを編集する」を参照してください。 
 
STEP5 必要に応じてSTEP3～STEP4の作業を繰り返してください。設定が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 

（a）大きさ：１ 

（c）大きさ：５ 

（b）大きさ：３ 

（d）大きさ：７ 
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図 4.3.5 

STEP6 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、デザインの

変更は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
4.4 アクセスカウンタを設置する 

作成したホームページをどのくらいの人が見てくれているのか、気になるものです。キ

ッズリンクでは、トップページにアクセスカウンタを設置して、ホームページへの訪問者

数をカウントする事ができます。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「トップページ」をクリックしてください。 

STEP5 ここをクリック 
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図 4.4.1 

STEP3 図 4.4.2 の画面左側のメニューから「アクセスカウンタの設置」をクリックして

ください。 

 

図 4.4.2 

STEP4 図 4.4.3 のアクセスカウンタの設定画面が表示されますので、「アクセスカウン

タの設置」の「設置する」の左側の をクリックしてください。設置しない場合は

「設置しない」を選択してください。 
選択された状態とは、選ぶ文字の左側が の状態になっていることを指します。 

STEP2 ここをクリック 

STEP3 ここをクリック 
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図 4.4.3 

STEP5 必要に応じてアクセスカウンタの各種設定を行います。設定できる項目は、「ア

クセスカウンタの設置位置」、「枠線の太さ」、「表示ケタ数」、「前に付く文章」、

「後ろに付く文章」、「文章ごとの改行」、「アクセスカウンタの画像」、「アクセス

数の制御」です。 
 
    ・設置位置    ： トップページのどの部分にカウンタを表示するかを設定します。 

    ・枠線の太さ   ： カウンタの枠線の太さを設定します。 

0～10 の数字を入力してください。 

    ・表示ケタ数   ： カウントする数値のケタ数を設定します。 

1～9 の数字を入力してください。 

仮に２ケタに設定していても、カウントが３ケタになった場合は、自動

的に３ケタで表示されます。 

    ・前に付く文章  ： カウンタ画像の前に表示する文章を入力します。 

（例）ホームページへようこそ！あなたは 

    ・後ろに付く文章 ： カウンタ画像の後ろに表示する文章を入力します。 

（例）番目の来園者です。 

 

結果として、次のように表示されます。 

 
ホームページへようこそ！あなたは 10456 番目の来園者です。 

 

    ・文章ごとの改行 ： 「改行する」に設定すると、先程の表示例が次のように変化します。 

 

STEP4 ここを選択 
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ホームページへようこそ！あなたは 

10456 

番目の来園者です。 

 

    ・画像      ： 設置するカウンタ画像を選択します。 

    ・アクセス数の制御： 「過去の統計を取得」ボタンをクリックすると、ホームページを開設し

た時点から現在までのアクセス数でカウントを書き換えます。 

「アクセス数を 0 に戻す」ボタンをクリックすると、現在のアクセス数

を 0 に戻します。 

 
STEP6 設定が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページのできあ

がり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタンをクリ

ックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には「2.5 ペ
ージを編集する」を参照してください。 

 
STEP7 必要に応じてSTEP4～STEP6の作業を繰り返してください。設定が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 

 

図 4.4.4 

STEP8 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、アクセスカ

ウンタの設置は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してくださ

い。 
 

STEP7 ここをクリック 
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5 ホームページの編集（応用編） 

 
ここでは、ホームページを少し高度に使いたい方を対象とした更新手順を説明します。 
なお、この章はある程度専門的な知識をお持ちのユーザを対象としておりますので、用

語の説明や初心者向けの手順などは省略しています。 
 
5.1 一部のページを非表示にする 

ホームページを運営していく上で、一時的に一部のページを表示させたくないことがあ

ります。この場合、ページの非表示設定が便利です。ここでは、園だよりの編集方法を説

明しますが、他のページについても同様の手順で編集することができます。 
以下に、ページの表示／非表示を設定するための手順を説明します。 

 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから編集するページ名をクリックしてください。ここでは「園だよ

りページ」を選択します。 
 
STEP3 図 5.1.1 の画面左側のメニューから「メニューの管理」をクリックしてください。 

 

図 5.1.1 

STEP4 図 5.1.2 のメニュー管理画面が表示されます。各ページについて設定できる項目

は、「表示」、「トップ」、「表示順」、「削除」です。 

STEP3 ここをクリック 
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図 5.1.2 

    ・表示 ： ホームページに表示するページを設定します。 

    ・トップ： 最初に表示するページを設定します。 

図 5.1.2 の場合、園だよりを表示すると「お知らせ」ページが最初に表示されます。 

    ・表示順： ホームページのサブメニューに表示する順番を設定します。 
    ・削除 ： ホームページから削除するページを設定します。 
 
STEP5 設定が完了したら、画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンを

クリックしてください。 
 
STEP6 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、ページの表

示／非表示の設定は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してく

ださい。 

   

図 5.1.3 

 

STEP4 ここを設定 

STEP6 ここを設定 

STEP6 表示される 

（a）編集画面 （b）ホームページ画面 
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5.2 ビデオ／音楽／書類を掲載する 
キッズリンクでは、ビデオ、音楽、電子書類などを掲載する専用のページを用意してい

ます。このページを運用するには、専門の知識が必要です。 
作業を開始する前に、適正なＡＶファイルを用意してください（※１）。 

 
（※１）お手持ちのＡＶファイル編集ソフトを使用して 5MB 以下になるように編集してください。 

登録できるＡＶファイルの種類は次の通りです。 

音楽データ  ： MIDI 

ビデオデータ ： MPEG、Real Media 

書類データ  ： PDF 

 

ＡＶファイルの名前（ファイル名）に全角文字、半角カナは使用しないでください。 

使用不可： 全角文字  → Ａ、ａ、あ、ア など 

半角カナ  → ｱｲｳ など 

使用可 ： 半角英数字 → ABC、abc、123 などの組み合わせ 

 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「音と映像の部屋」をクリックしてください。 
 
STEP3 図 5.2.1 の画面左側のメニューから「音と映像の部屋の編集」をクリックしてく

ださい。 

 
図 5.2.1 

STEP3 ここをクリック 
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STEP4 図 5.2.2 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名を選択してください。 

 

図 5.2.2 

STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 5.2.3 のように STEP4 で選択した編集ページが表示されます。 

必要に応じて項目を設定します。詳しくは「2.5 ページを編集する」を参照して

ください。 

 
図 5.2.3 

STEP7 ホームページに掲載するファイルを登録します。図 5.2.4 の「ファイルの選択」

ボタンをクリックしてください。 

STEP4 ここから選択 

STEP5 ここをクリック 

STEP6 ここを設定 
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図 5.2.4 

STEP8 図 5.2.5 のように音と映像の一覧が表示されますので「音／映像をアップする」

ボタンをクリックしてください。 

 

図 5.2.5 

STEP9 図 5.2.6(a)のようなＡＶファイルを選択するための画面が表示されますので「参

照」ボタンをクリックしてください。 

 
図 5.2.6 

（a） 

（c）

（b）

STEP9 ここをクリック 

STEP11 ここをクリック 

STEP10 ここから選択 

STEP12 ここをクリック 

STEP7 ここをクリック 

STEP8 ここをクリック 
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STEP10 図 5.2.6(b)のファイル選択画面が表示されますので、ご自分のパソコンにあるＡ

Ｖファイルを選択してください。「開く」ボタンをクリックし、図 5.2.6(a)の画面

に戻ります。 
 
STEP11 画面上に、選択したＡＶファイルの場所が表示されていることを確認してくだ

さい。確認ができましたら「ファイルを登録する」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP12 図 5.2.6(c)のように「ＡＶファイル○○○○が登録されました」というメッセー

ジが表示されますので、「ウィンドウを閉じる」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP13 「一覧のリロードボタンを押して画面を更新してください」というメッセージ

が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてメッセージを閉じます。 
 
STEP14 図 5.2.7 の音と映像の一覧が表示されますので、先程のメッセージにあったよ

うに「リロード」ボタンをクリックしてください。更新された音と映像の一覧が再

表示されます。選択したＡＶファイルが登録されていることを確認してください。

登録される場所は、ＡＶファイルの名前によって変わります。 

 

図 5.2.7 

STEP15 新しく登録されたＡＶファイル左側にある数字ボタンをクリックしてください。 
 
STEP16 図 5.2.8 の編集画面に戻りますので、残りの項目を設定してください。設定で

きる項目は、「小見出し」、「ＡＶ開始アイコン」、「画像」、「コメント」、「箇条書き

アイコン」です。 

STEP14 ここをクリック 

STEP15 ここをクリック 
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図 5.2.8 

    ・小見出し    ： ビデオ、音楽、書類のタイトルを入力します。 

    ・ＡＶ開始アイコン： ＡＶファイルを再生するスタートボタンとなるアイコンを選択します。 

    ・画像      ： ＡＶファイルを再生するスタートボタンとなる画像を選択します。 

    ・コメント    ： 掲載するＡＶファイルの簡単な説明を入力します。 

    ・箇条書きアイコン： ｢コメント｣行頭の“・”と置換するアイコンを選択します。 

 
STEP17 設定が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページのでき

あがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタンをク

リックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には「2.5 ペ
ージを編集する」を参照してください。 

 
STEP18 必要に応じて STEP6～STEP17 の作業を繰り返してください。設定が完了した

ら、画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。 
 
STEP19 「データを保存しました。」というメッセージが表示されたましら、ＡＶファイ

ルの掲載は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
5.3 他のホームページを表示する 

キッズリンクでは、ページ内の文字や画像をクリックした時に他のホームページが開く

ように設定できます。設定できるページは次のページに限られます。 
 

「園だより」、「作品展」、「リンク集」、「フリー表」 
 

STEP17 ここを設定 
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ここでは、園だよりの編集方法を説明しますが、他のページについても同様の手順で編

集することができます。他のホームページを表示する設定は以下の手順で行います。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから編集するページ名をクリックしてください。ここでは「園だよ

りページ」を選択します。 
 
STEP3 図 5.3.1 の画面左側のメニューから「園だよりの編集」をクリックしてください。 

 

図 5.3.1 

STEP4 図 5.3.2 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名を選択してください。 

 

図 5.3.2 

STEP4 ここから選択 

STEP3 ここをクリック 

STEP5 ここをクリック 
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STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 5.3.3 のように STEP4 で選択した編集ページが表示されます。 

掲載する画像を選択します。「選択」ボタンをクリックすると画像の一覧が表示

されますので、表示したい画像の下にある数字のボタンをクリックして画像を選択

してください。 

 

図 5.3.3 

STEP7 「リンク先」を「ＵＲＬ指定→」に設定してください。 
 
STEP8 「ＵＲＬ指定→」右側の入力欄に表示させたいホームページのアドレスを入力し

てください。 
 

(例) キッズリンクホームページ → http://www.kidslink.jp/ 
 
STEP9 必要に応じてSTEP6～STEP8の作業を繰り返してください。編集が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP10 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、クリックし

た時に他のホームページを表示する設定は完了です。実際のホームページで図

5.3.4 のように設定したホームページが表示されることを確認してください。 

STEP6 ここをクリック 

STEP7 ここを設定 

STEP8 ここに入力 
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図 5.3.4 

 
5.4 クリックで大きな画像を表示する 

ホームページには小さな画像を表示し、その画像をクリックすると大きな画像が表示さ

れるというような工夫は、ホームページを見る方にとって嬉しい機能です。「ＵＲＬリンク

の設定」機能を応用し、これを実現する方法を説明します。ここでは、作品展の編集方法

を説明しますが、他のページについても同様の手順で編集することができます。 
 
作業を開始する前に、ホームページ表示用の小さな画像とクリック時に表示する大きな

画像を用意してください。画像の登録方法がわからない場合は「2.4 写真データを登録す

る」を参照してください。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから編集するページ名をクリックしてください。ここでは「作品展」

を選択します。 
 
STEP3 図 5.4.1 の画面左側のメニューから「作品展の編集」をクリックしてください。 

STEP10 ここをクリック

STEP10 表示される 
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図 5.4.1 

STEP4 図 5.4.2 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名を選択してください。 

 

図 5.4.2 

STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 5.4.3 のように STEP4 で選択した編集ページが表示されます。 

掲載する画像を選択します。「選択」ボタンをクリックすると画像の一覧が表示

されますので、表示したい画像の下にある数字のボタンをクリックして画像を選択

してください。 

STEP3 ここをクリック 

STEP4 ここから選択 

STEP5 ここをクリック 
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図 5.4.3 

STEP7 「リンク先」を「ＵＲＬ指定→」に設定してください。 
 
STEP8 「ＵＲＬ指定→」右側の入力欄に次のような書式でＵＲＬを入力してください。 
 

[貴園ホームページアドレス]/sozai/picimg/[大きな画像のファイル名] 
 

(例) http://www.kidslink.jp/abc-youchien/sozai/picimg/abc_big.jpg 
 
 
STEP9 必要に応じてSTEP6～STEP8の作業を繰り返してください。編集が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP10 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、クリックし

た時に大きな画像を表示する設定は完了です。実際のホームページで図 5.4.4 のよ

うに大きな画像が表示されることを確認してください。 

STEP6 ここをクリック 

STEP7 ここを設定 

STEP8 ここに入力 

貴園ホームページアドレス このまま入力 画像ファイル名 
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図 5.4.4 

 
5.5 メール作成ソフトを自動的に起動する 

キッズリンクでは、ページ内の文字や画像をクリックした時に、設定したメールアドレ

ス宛てのメールを作成するソフトを起動するように設定できます。設定できるページは次

のページに限られます。 
 

「園だより」、「作品展」、「リンク集」、「フリー表」 
 
ここでは、園だよりの編集方法を説明しますが、他のページについても同様の手順で編

集することができます。メール作成ソフトを自動的に起動する設定は以下の手順で行いま

す。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから編集するページ名をクリックしてください。ここでは「園だよ

りページ」を選択します。 
 
STEP3 図 5.5.1 の画面左側のメニューから「園だよりの編集」をクリックしてください。 

STEP10 ここをクリック

STEP10 表示される 
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図 5.5.1 

STEP4 図 5.5.2 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名を選択してください。 

 

図 5.5.2 

STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 5.5.3 のように STEP4 で選択した編集ページが表示されます。 

掲載する画像を選択します。「選択」ボタンをクリックすると画像の一覧が表示

されますので、表示したい画像の下にある数字のボタンをクリックして画像を選択

してください。 

STEP4 ここから選択 

STEP3 ここをクリック 

STEP5 ここをクリック 
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図 5.5.3 

STEP7 「リンク先」を「ｅ－メール→」に設定してください。 
 
STEP8 「ｅ－メール→」右側の入力欄に送信先のメールアドレスを入力してください。 
 

(例) webmaster@kidslink.jp 
 
STEP9 必要に応じてSTEP6～STEP8の作業を繰り返してください。編集が完了したら、

画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP10 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、クリックし

た時にメール作成ソフトを起動する設定は完了です。実際のホームページで図

5.5.4 のようにメール作成ソフトが起動されることを確認してください。 

 

図 5.5.4 

STEP6 ここをクリック 

STEP7 ここを設定 

STEP8 ここに入力 

STEP10 ここをクリック

STEP10 表示される 
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6 デザインの変更（応用編） 

 
ここでは、ホームページを少し高度に使いたい方を対象とした更新手順を説明します。 
なお、この章はある程度専門的な知識をお持ちのユーザを対象としておりますので、用

語の説明や初心者向けの手順説明などは省略しています。 
 
6.1 フレームタイプを変更する 
キッズリンクでは、４種類のフレームタイプが設定できるようになっています。ここで

は、フレームタイプを変更する手順を説明します。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「ホームページの構成」をクリックしてください。 
 
STEP3 図 6.1.1 のホームページのフレームスタイル設定画面が表示されますので、お好

みのフレームスタイル名を選択してください。 

 
図 6.1.1 

STEP4 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP5 図 6.1.2 のホームページ標準デザイン設定画面が表示されますので、必要に応じ

て各種設定を行ってください。設定できる項目は、「ページスタイル」、「見出しデ

ザイン」、「小見出しデザイン」、「本文デザイン」、「リンク文字デザイン」、「ボー

ダーラインデザイン」です。 

STEP3 ここから選択 

STEP4 ここをクリック 
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図 6.1.2 

    ・ページスタイル    ： 「スタイル／背景の選択」ボタンで詳細な内容を設定 

（→STEP6 へ） 

    ・見出しデザイン    ： 図 6.1.3 の(a)の背景のデザイン、文字の色／大きさの設定 

    ・小見出しデザイン   ： 図 6.1.3 の(b)の背景のデザイン、文字の色／大きさの設定 

    ・本文デザイン     ： 図 6.1.3 の(c)の背景の色、文字の色／大きさの設定 

    ・リンク文字デザイン  ： 図 6.1.3 の(d)の文字の色／大きさ、訪問後の文字色の設定 

    ・ボーダーラインデザイン： 図 6.1.3 の(e)のライン表示の有無、ライン画像の選択、 

ラインの色／太さ／長さ／位置の設定 

 
図 6.1.3 

STEP5 ここを設定 
STEP6 ここをクリック 

（ｄ） 

（ａ） 

（ｂ） 

（ｃ） 

（ｅ） 
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STEP6 図 6.1.2 の「スタイル／背景の選択」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP7 図 6.1.4 のホームページのスタイル設定画面が表示されますので、必要に応じて

各種設定を行ってください。設定できる項目は、「背景選択１」、「背景選択２」、

「フレーム１」、「フレーム２」、「境界線の有無」、「フレームサイズ調整」、「境界

線の幅」、「境界線の色」、「スクロールの有無」、「ホームページのスタイル」です。 

 

図 6.1.4 

    ・背景選択１      ： 図 6.1.5 の(a)の背景画像の選択 

    ・背景選択２      ： 図 6.1.5 の(b)の背景画像の選択 

    ・フレーム１      ： 図 6.1.5 の(a)のフレームの幅の設定 

    ・フレーム２      ： 図 6.1.5 の(b)のフレームの幅の設定 

    ・境界線の有無     ： 図 6.1.5 の(a)(b)間に境界線を表示するか否か 

    ・フレームサイズ調整  ： 図 6.1.5 の(a)(b)間のフレームサイズを閲覧者が 

調整できるか否か 

    ・境界線の幅      ： 図 6.1.5 の(a)(b)間の境界線の幅を設定 

（境界線が非表示の場合は無効） 

    ・境界線の色      ： 図 6.1.5 の(a)(b)間の境界線の色を設定 

（境界線が非表示の場合は無効） 

STEP7 ここを設定 

STEP8 ここをクリック 
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    ・スクロールの有無   ： 図 6.1.5 の(a)(b)にスクロールバーを表示するか否か 

（｢自動｣は画面に表示しきれない時に自動的に表示される） 

    ・ホームページのスタイル： ｢サブメニュー｣｢ロゴ｣の表示スタイルを設定 

 

図 6.1.5 

STEP8 設定が完了しましたら、画面を一番下までスクロールして「決定」ボタンをクリ

ックしてください。 
 
STEP9 ホームページ標準デザイン設定画面図に戻りますので、画面を一番下までスクロ

ールして「データを保存」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP10 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、フレームタ

イプの変更は完了です。実際のホームページで変更されたことを確認してください。 
 
6.2 ヘッダー／フッターを編集する 

キッズリンクでは、ヘッダー（ホームページの最上部）とフッター（ホームページの最

下部）のデザインを設定できるようになっています。ここでは、ヘッダー／フッターを変

更する手順を説明します。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「ホームページの構成」をクリックしてください。 
 
STEP3 図 6.2.1 の画面左側のメニューから「ヘッダ／フッタ」をクリックしてください。 

（ｂ） （ａ） 
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図 6.2.1 

STEP4 図 6.2.2 のページヘッダーとフッターの設定画面が表示されますので、必要に応

じて各種設定を行ってください。設定できる項目は、「文字」、「文字属性」、「位置」、

「メールアドレスの表示」、「最終更新日の表示」、「ロゴ画像」です。 

 

図 6.2.2 

    ・文字        ： ヘッダー、フッターに表示する文字を入力 

    ・文字属性      ： ヘッダー、フッターに表示する文字の色／大きさの設定 

    ・位置        ： ヘッダー、フッターに表示する文字の位置の設定 

STEP3 ここをクリック 

(a) ヘッダー

(c) フッター

(b) ロゴ
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    ・メールアドレスの表示： ヘッダー、フッターにメールアドレスを表示するか否か 

表示する場合はメールアドレスを入力 

    ・最終更新日の表示  ： トップページのヘッダーに最終更新日を表示するか否か 

表示する場合は見出し文字列を入力 

    ・ロゴ画像      ： ヘッダーの一部に表示するロゴ画像を選択 

 
STEP5 設定が完了したら、画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンを

クリックしてください。 
 
STEP6 「データを保存しました。」というメッセージが表示されたら、ヘッダー／フッ

ターの変更は完了です。実際のホームページで変更されたことを確認してください。 
 
6.3 メニュー構成を変更する 
キッズリンクでは、メニューの追加／削除が簡単にできます。一時的に一部ページの運

用を停止する場合、新しいページを追加する場合などに便利です。 
ここでは、メニュー構成の変更手順を説明します。 

 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「ホームページの構成」をクリックしてください。 
 
STEP3 図 6.3.1 の画面左側のメニューから「メニュー構成」をクリックしてください。 

 

図 6.3.1 

STEP3 ここをクリック 



 71

STEP4 図 6.3.2 のページ構成とメニューデザインの設定画面が表示されます。使用する

メニューを設定してください。 

 

図 6.3.2 

① メニューの順番 : 上から順番にメニューを配置します。 

② ページ名の選択 : ページ名の一覧から使用したいページの名前を選択します。 

③ 新しいメニュー名: 指定したページに別の名前を付ける場合は新しい名前を入力します。 

 
図6.3.3(a)のようにページ名一覧からメニューに表示したいページ名を選択する

と、メニューを追加することができます。（図 6.3.3(a)は 8 番目のメニューに「リ

ンク集」を追加しています。）ただし、同じタイプのメニューは２つ以上選択でき

ません。逆に、図 6.3.3(b)のようにページ名一覧から「なし」を選択すると、メニ

ューを削除することができます。 

  

図 6.3.3 

STEP5 メインメニューのデザインを設定します。設定できる項目は、「メニュースタイ

ル」、「メニューデザイン」、「メニュー文字」です。 

① メニューの順番 

② ページ名の選択 

③ 新しいメニュー名 

（a） （b） 
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図 6.3.4 

    ・メニュースタイル ： 文字、画像などのメニュー表示デザインを選択 

（→STEP6 へ） 

    ・メニューデザイン ： メニュースタイルに合わせて、メニュー画像を選択 

（メニュースタイルが「文字」の場合は無効） 

    ・メニュー文字   ： メニューに表示する文字の色／大きさの設定 

（メニュースタイルに文字がない場合は無効） 

 
STEP6 メニュースタイルで「文字」以外を選択した場合は、「メニューデザイン選択」

ボタンをクリックしてください。 
 
STEP7 図 6.3.5 のようなメニューデザインの選択画面が表示されます。表示される画面

は、メニュースタイルで選択した内容によって変わります。お好みのデザインの下

にある数字ボタンをクリックしてください。 
また、メニュースタイルで「ロールオーバー」を選択した場合は、次の手順で設

定してください。 
 

① システム提供画像を使用する場合 
図 6.3.5 のメニューデザインの選択画面が表示されますので、「システム提

供画像」からお好みのデザインの下にある数字ボタンをクリックしてください。 

STEP5 ここを設定 

STEP6 ここをクリック 
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図 6.3.5 

② ユーザアップ画像を使用する場合 
貴園のホームページ専用のデザインを使用する場合は、図 6.3.5 の画面を下

にスクロールして図 6.3.6 のユーザアップ画像の設定画面を表示します。 
「通常の状態」と「マウスカーソルがメニュー画像部分に乗った状態

（MouseOver）」の画像をそれぞれ選びます。図 6.3.6 の(a)の画像と番号を見

ながら、図 6.3.6 の(b)に設定してください。 
また、お客様が作成した画像をメニューとして使用する場合には、「画像を

アップする」ボタンをクリックして、作成した画像を登録してください。 
設定が完了しましたら「決定」ボタンをクリックしてください。 

 

図 6.3.6 

STEP8 図 3.6.7 のページ構成とメニューデザインの設定画面に戻りますので、サブメニ

ューのデザインを設定します。設定できる項目は、「サブメニュースタイル」、「サ

STEP6 ① ここから選択 

STEP7 ここをクリック 

（ａ） （ｂ） 



 74

ブメニューの区切り文字」、「サブメニュー文字属性」、「メニュー上部マージン」、

「メニュー間のスペース」です。 

 

図 6.3.7 

    ・サブメニュースタイル  ： サブメニュー表示デザインを選択 

（現在は「文字」のみ） 

    ・サブメニューの区切り文字： サブメニューの区切りに使用するデザインを選択 

    ・サブメニュー文字属性  ： サブメニューに表示する文字の色／大きさの設定 

    ・メニュー上部マージン  ： メニュー上部の隙間を設定 

（標準の間隔はメニューの並び方によって違います） 

    ・メニュー間のスペース  ： メニュー間にスペースを挿入するか否か 

 
STEP9 設定が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページのできあ

がり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタンをクリ

ックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には「2.5 ペ
ージを編集する」を参照してください。 

 
STEP10 必要に応じて STEP4～STEP9 の作業を繰り返してください。設定が完了した

ら、画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。 
 
STEP11 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、メニュー構

成の変更は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 

STEP8 ここを設定 
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6.4 表を作成できるページを編集する 
キッズリンクでは、多彩な形式の表を作成できる「フリー表」ページを用意しています。

このページには、表以外にも画像と文章を掲載することができます。 
「フリー表」ページは上級者向けですので、キッズリンクの扱いにある程度慣れてから

利用されることをお奨めします。 
 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「フリー表（上級者向け）」をクリックしてください。 
 
STEP3 図 6.4.1 の画面左側のメニューから「フリー表の編集」をクリックしてください。 

 

図 6.4.1 

STEP4 図 6.4.2 のように編集できるページの一覧が表示されますので、編集するページ

名を選択してください。 

 
図 6.4.2 

STEP3 ここをクリック 

STEP4 ここから選択 

STEP5 ここをクリック 
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STEP5 「次へ進む」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP6 図 5.4.3 のように STEP4 で選択した編集ページが表示されます。 

必要に応じて記入する記事の数を設定して、「更新」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

図 6.4.3 

STEP7 「記事の形式」を設定します。表を作成する場合には「表形式」を選択してくだ

さい。写真や文章を掲載する場合には「通常」を選択し、さらにリンク先も指定す

る場合には「リンク付き」を選択してください。「記事の形式」を選択したら「更

新」ボタンをクリックしてください。 
 
    ・記事の形式が「通常」または「リンク付き」の場合は、園紹介ページや園だよりページなど、

他のページの記事と同様な操作で編集することができます。 

    ・表の中に画像を掲載することはできません。記事の形式を「通常」または「リンク付き」に設

定した記事と組み合わせてお使いください。 

 
以降は、「記事の形式」が「表形式」の使い方を説明します。 

 
STEP8 表の列と行の数を設定します。最大で 5 列 31 行まで設定することができます。

「列を追加」ボタンをクリックしてください。列が 1 つ追加されます。 

STEP6 ここを設定 

STEP7 ここを設定 

STEP8 ここを設定 



 77

          

図 6.4.4 

STEP9 「行を追加」ボタンをクリックしてください。行が 1 つ追加されます。このよう

に「列を追加」ボタン、「行を追加」ボタンをクリックして表の形式を整えます。 

 

図 6.4.5 

STEP10 「列見出し」、「行見出し」を入力してください。見出しを入力しない場合は、

図 6.4.7(b)のように表示されます。 

 

図 6.4.6 

   

図 6.4.7 

STEP11 文章を入力してください。 
 

（a）見出しを入力した場合 （b）見出しを入力しない場合 

STEP11 ここに入力 

STEP10 ここに入力 

STEP10 ここに入力 



 78

STEP12 表のデザインを設定します。設定できる項目は、「小見出し」、「表の全体幅」、

「見出しの設定」、「テキストの設定」、「箇条書きアイコン」、「この表のセルライ

ンの表示」、「行見出しの位置」、「テキストの位置」です。 

 

図 6.4.8 

    ・小見出し        ： 表ごとの見出しを入力 

（空白の場合は表示されません） 

    ・表の全体幅       ： 表全体の幅を 3 種類から選択 

    ・見出しの設定      ： 列／行見出しの背景の色／文字の色を設定 

行見出しには位置（「上」「中」「下」）も設定 

    ・テキストの設定     ： テキストの背景の色／文字の色を設定 

    ・箇条書きアイコン    ： テキスト行頭の“・”と置換するアイコンを選択 

    ・この表のセルラインの表示： 表ごとのセルラインを設定 

    ・行見出しの位置     ： 行見出しの位置（「左」「中」「右」）を設定 

    ・テキストの位置     ： テキストの位置（「上」「中」「下」）（「左」「中」「右」）を設定 

 

図 6.4.9(a)のような設定を行うと、実際のホームページでは図 6.4.9(b)のように

表示されます。 

STEP12 ここを設定 
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図 6.4.9 

STEP13 設定が完了したら「プレビュー」ボタンをクリックして、ホームページのでき

あがり具合を確認してください。確認ができたら「プレビュー閉じる」ボタンをク

リックして、編集画面に戻ります。プレビューの操作がわからない場合には「2.5 ペ
ージを編集する」を参照してください。 

 
STEP14 必要に応じて STEP7～STEP13 の作業を繰り返してください。設定が完了した

ら、画面を一番下までスクロールして「データを保存」ボタンをクリックしてくだ

さい。 
 
STEP15 「データを保存しました。」というメッセージが表示されましたら、メニュー構

成の変更は完了です。実際のホームページで更新されたことを確認してください。 
 
 

（a）編集画面 （b）実際のホームページ画面
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7 素材の一覧画面の設定 

 
 ここでは、写真データや映像データなどの画像登録画面の設定を変更する手順を説明し

ます。お客様のインターネット環境に合わせて設定を変更してください。 
一般に、ブロードバンド／ナローバンド（非ブロードバンド）という言葉で表現されて

いますが、なかなかわかりづらいものです。本書では、以下のように分類します。 
 

・ブロードバンド ： ＡＤＳＬ、ＣＡＴＶ、光ファイバーなどの高速回線 

・ナローバンド  ： アナログモデム、ＩＳＤＮ、携帯／ＰＨＳなどの低速回線 

 
7.1 画像の一覧画面で画像を非表示にする 

ナローバンドでインターネットをご利用のお客様は、画像の一覧を表示するのに時間が

かかると思います。一覧の画像を非表示にして、代わりにファイル名を表示することで、

表示時間を短縮することができます。 
以下に、一覧画面に画像を表示させない手順を説明します。 

 
STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「素材の管理」をクリックしてください。 

 

図 7.1.1 

STEP2 ここをクリック 
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STEP3 図 7.1.2 の素材の登録と削除画面が表示されますので、「画像一覧での画像表示」

を「表示しない」に設定してください。 

 

図 7.1.2 

STEP4 「設定を保存」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP5 「素材の一覧画面を以下のように設定しました。」というメッセージが表示され

ましたら、一覧画面に画像を表示させない設定は完了です。実際のホームページで

図 7.1.3 のように変更されていることを確認してください。 

   

図 7.1.3 

7.2 一度に複数の画像を登録する 
写真データなどたくさんの画像を登録する際、１枚ずつ登録するのはとても手間がかか

ります。ブロードバンドでインターネットをご利用のお客様は、一度に複数の画像を登録

できる機能をお使いください。最大で 7 個のファイルを同時に登録できます。 
以下に、複数の画像を同時に登録するための設定手順を説明します。 

STEP3 ここを設定 

STEP4 ここをクリック 
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STEP1 パソコンを起動してホームページ編集メニューを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.3 ホームページ編集メニューを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 編集メニューから「素材の管理」をクリックしてください。 

 

図 7.2.1 

STEP3 図 7.2.2 の素材の登録と削除画面が表示されますので、「複数ファイル同時アッ

プロード機能」を「使用する」に設定してください。 

 

図 7.2.2 

STEP3 ここを設定 

STEP2 ここをクリック 

STEP4 ここをクリック 
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STEP4 「設定を保存」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP5 「素材の一覧画面を以下のように設定しました。」というメッセージが表示され

たら、複数の画像を同時に登録する設定は完了です。実際のホームページで図 7.2.3
のように変更されていることを確認してください。 

      

図 7.2.3 
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8 ユーザ情報の変更 

 
 ここでは、住所やホームページを編集する時に使用するパスワードなど、お客様の情報

を変更する手順を説明します。 
 
8.1 ユーザ情報を変更する 

第三者にパスワードを知られてしまうと、ホームページが不正に改竄されてしまう恐れ

がありますので、定期的にパスワードを変更することをお奨めします。 
 
STEP1 パソコンを起動してキッズリンクホームページを表示します。操作がわからない

場合には「2.1 インターネットに接続する」～「2.2 キッズリンクホームページを

表示する」を参照してください。 
 
STEP2 キッズリンクホームページの下方にある「登録情報変更」をクリックしてくださ

い。 

 

図 8.1.1 

STEP3 図 8.1.2 の登録情報の変更画面が表示されますので、「登録情報の変更をしたい」

を選択してください。 
選択された状態とは、文字の左側が の状態になっていることを指します。 

 

図 8.1.2 

STEP2 ここをクリック 

STEP3 ここを選択 

STEP4 ここをクリック 
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STEP4 「送信」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP5 図 8.1.3 のユーザ認証画面が表示されますので、「ユーザＩＤ」と「パスワード」

を入力してください。 

 

図 8.1.3 

STEP6 「送信する」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP7 キッズリンク施設管理者情報の変更画面が表示されますので、必要に応じて住所

などの登録情報を変更してください。パスワードを変更する場合は、画面を下ま

でスクロールして図 8.1.4 の部分に新しいパスワード（英数字 5 文字以上）を入力

してください。「ユーザＩＤ」の変更は極力行わないでください。 

 

図 8.1.4 

STEP5 ここに入力 

STEP6 ここをクリック 

STEP7 ここをクリック 

STEP8 ここをクリック 
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STEP8 情報の変更が完了したら、画面を一番下までスクロールして「登録」ボタンをク

リックしてください。 
 
STEP9 登録内容の確認画面が表示されますので、表示された内容に問題がなければ「登

録」ボタンをクリックしてください。 
 
STEP10 「管理者情報の変更を受け付けました。」というメッセージが表示されましたら、

お客様の情報の変更は完了です。新しいパスワードでホームページの編集が実行で

きることを確認してください。 
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9 ユーザサポート 

 
 キッズリンクでのホームページ作成方法、及び編集方法に関して、お客様を強力にサポ

ートいたします。以下のサポート方法をご利用ください。 
 
9.1 電話／ＦＡＸ／メールによるサポート（無料） 

 
① お電話によるサポート 
 お電話によりご質問をお受けいたします。サポート料金は発生しません。 
０３－６６８６－３９９３ 
（１０：００ ～ １７：００ 土、日、祝祭日、弊社休業日を除く） 

 
② ＦＡＸによるサポート 
 ＦＡＸによりご質問をお受けいたします。サポート料金は発生しません。 
 ０３－３５０３－７１７２ 
 （２４時間受付、但し２営業日以内の回答となります） 
 
③ 電子メールによるサポート 
電子メールによりご質問をお受けいたします。サポート料金は発生しません。 

 info@kidslink.jp 
 （２４時間受付、但し２営業日以内の回答となります） 
 
9.2 出張サポート（有料） 
貴園にお伺いしてサポートいたします。但し、出張サポート料金＋出張旅費（実費）が

必要となります。以下にお問い合わせください。 
 
０３－６６８６－３９９３ 
（１０：００ ～ １７：００ 土、日、祝祭日、弊社休業日を除く） 

 
 


