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記事作りの⼤前提



ファンが増える記事とは

コンテンツ

ファースト

（読者への価値提供）

読みやすさ�

配慮

SEO施策�



ファンが増える記事とは

コンテンツファースト

⽂章⼒＜コンテンツ⼒

①役に⽴つ（価値がある）

②オリジナル（個性がある）

③検索される（ニーズがある）
⼀元客

⾒込み客

リピーター

ファン

お客様



強いブログ/SNSのポイント

専⾨性 信憑性

リピーター

ファン

お客様

（商品購⼊）

網羅性 信⽤性



強いブログ/SNSのポイント

★重要★

�お客様（読者）へのおもてなし精神

�

⾃分が書きたいことを

�「読んでよかった」と思われるように書く

�



強いブログ/SNSのポイント

「知りたいことが載っている、分かりやすい」

�

「また読みたいからブックマークしておこう」

�

「いつも勉強になるし、共感もするなぁ」

�

「この⼈から学びたい、買いたい、利⽤したい」

⼈柄



記事を書く⼤前提

＜⼤切なこと＞

⾃分の中にあるものを「価値」に変えて書く。

何らかの気付きやヒント、お得が求められている。

いくつも記事が読まれてやっと⼈柄が伝わる。

最初の記事から読まれるわけじゃない。

何度も繰り返し伝えてようやく読者は理解する。



記事作りの全体像

全体のイメージ

②サビ

メッセージ

①ネタ

エピソード

③構成

アウトライン
④書く

⑥整える⑤飾り付け ⑦書き直す （⑧広げる）



記事作りの全体像

①エピソードを選ぶ

②メッセージを決める

③構成を作る

④書く

⑤〜⑦読みやすく整える

＜簡単にまとめると＞



ネタ、エピソード集め



ネタ、エピソード集め

※こまめな情報収集が⽋かせない

◎グーグルアラート（メール）

指定したキーワードの新着記事を

メールで届けてくれるサービス。

インターネット上にアップされた

ニュースの中から⾃分が関⼼ある

テーマを集められます。

◎Feedly（RSSリーダー）

頻繁に読むサイトは「Feedly」な

どRSSリーダーに登録しておけ

ば、更新されたことが⼀⽬でわか

ります。わざわざサイトにいかな

くていいので効率がアップ！



◎Pocket（Webページ保存） ◎lino（オンライン付箋）

ネタ、エピソード集め

※こまめな情報収集が⽋かせない

お気に⼊りのサイトやページを保

存できるサービス。「この記事を

参考にしたいな」と思ったらワン

クリックで保存！ラベルでカテゴ

リ分けもできます。

オンライン上の付箋デザインを楽

しめるメモです。インターネット

上で⾒かけたアイデアなど役に⽴

ちそうなことはメモしておきま

す。プライベートにも便利。



◎Jouney（⽇記アプリ） ◎Captio（メモアプリ）

ネタ、エピソード集め

※⼼の動きを記録しておく

スマホでアプリを開いて、感じた

ことや気付いたことをサクッとメ

モします。選ぶときのポイントは

「パソコンと同期するもの」。後

から記録整理がしやすいです。

メモをその場で⾃分宛にメールで

きるアプリ（有料）。

重要な気付きはメールしておく

と、後から確認できて記憶に残り

やすくなります。



◎Note/iPhone（メモアプリ） ◎Notion（情報管理ツール）

ライティングを攻略する

iPhone備え付けの純正メモアプ

リ。シンプルながらも、使いやす

いので簡単なメモはこちらに。

もし愛⽤のパソコンがMacであれ

ば、迷わずおすすめします。

※⼼の動きを記録しておく

ドキュメント管理、メモ、表計算

などの作業を⼀括管理できるツー

ル。エクセル表と似た機能もあ

理、それぞれを紐づけられるので

便利。

ネタ、エピソード集め



ライティングを攻略するネタ、エピソード集め

エピソードと

メッセージをメモ

即興の⽇もある

ネタがあると安⼼

可視化しておく

（すぐ忘れるから）



メッセージと構成



メッセージ（サビ）

メッセージ

＝記事の「サビ」はどこ？

�

あなたらしさが⼀番出るところ



構成のフォーマット

課題解決

（フォーマット1、2）

�題 �� まとめ�決

�論 �体例 �論理由



構成のフォーマット

ノウハウ提供

（フォーマット3、4）

提� 情�B �括情�A

提� �体例2 まとめ�体例1



構成のフォーマット

体験レポート

（フォーマット5）

�告 �想 まとめ内�



構成のフォーマット

⽇常エッセイ

（フォーマット6、7）

体� �想 気付き

体� 気付き ��



構成のフォーマット

⾃⼰ストーリー

（フォーマット8、9）

挫� 成� 未来��

�� 背� 予告現在



構成のフォーマット

３〜４ブロックを意識するとまとまりやすい

� � ��

� 破 �



記事の作り⽅（エピソード発）



記事の作り⽅（エピソード発）

ブログ

メルマガ�

SNS

⽇常エッセイ

（フォーマット6、7）

課題解決
（フォーマット1、2）

ノウハウ提供

（フォーマット3、4）

体験レポート

（フォーマット5）

⾃⼰ストーリー

（フォーマット8、9）



記事の作り⽅（エピソード発）

�

（エピソード）

⽇常⽣活

過去

出来事

etc�

エピソードから…

�

こんなことを感じた（感情）

こんなことを思った（気付き）

こんなことを学んだ（学び）

�

ここに⼈柄が出る



記事の作り⽅（エピソード発）

テーマ

コンセプト× ＝ メッセージ
感情

気付き

学び

�

エピソード



記事の作り⽅（例１）

最近の⻑男は絵を描くのが⼤好き

思うように描けなくてイライラしたり泣いたり

でも翌⽇は絶対にペンと紙を握っている

→イライラする、泣くほど上⼿くなりたいんだろう

→どんなに悔しくても翌⽇また描いて偉いなぁ

→彼には⽬標などなくて描くのが好きなだけ

→これってブログを書くのも同じでは？

→⽬的に囚われず、まず楽しいや好きにフォーカス

→その結果、いつの間にかどこかにたどり着いている

ブログを続けるコツ

途中で辞める⼈多い

感情

気付き

エピソード

メッセージ

〜テーマに基づいた思い〜



記事の作り⽅（例１）

絵を描くのが好きな⻑男は泣いても怒ってもペンを握る

何か⽬的や⽬標があるわけではなく、好きだし楽しいから

�

何のためにやるのか？囚われすぎるのもよくない

「好き」や「楽しい」気持ちにフォーカスしてみては
メッセージ

エピソード

※発信のテーマ・コンセプトが背景にある



記事の作り⽅（例１）

うちの息⼦は⼀年ぐらい絵を描き続けています。

泣いても怒っても次の⽇には必ずペンと紙を握っているんです。

（エピソード）

彼はただ好きなんです。だから悔しい思いをしてもやめない。

こういうピュアな気持ちが⼀番⼤事だなぁと思わされます。

（感情、気付き、学び）

これはブログも同じですよね。楽しさを感じなければ続けるのは

困難です。（テーマ・コンセプト）

ブログやSNSは継続・蓄積しなければ未来に繋がりません。

ぜひ楽しい部分にフォーカスしてみてください。（メッセージ）

気付き

メッセージ

体験

感想

エッセイ型

①



記事の作り⽅（例１）

「ブログやSNSが続かない」は個⼈ビジネスにおいて

普遍的なお悩みです。（テーマ・コンセプト）

やるべきことがやりたいことに変わると⼈は続けられます。だか

らブログを書く作業の中で楽しいポイントを⾒つけてください。

（メッセージ）

うちの⻑男は泣いても怒っても毎⽇絵を書いています。彼は何か

を⽬指しているわけじゃなく、書くことや⾊が好きだからです。

その結果、短期間で上達しています。（エピソード）

過程を楽しめる⼈には敵わないなぁと息⼦を⾒ているとつくづく

思います。私たちも楽しみましょうね。（感情、気付き、学び）

根拠

まとめ

課題

解決

課題解決型

①



記事の作り⽅（例２）

息⼦の学校の庭にあるバラが気になっていた。

ちょうど庭師さんが⼿⼊れをしていたので、

勇気を出して声をかけることに。すると、

1輪だけじゃなくて欲しかった以上に貰えた。

→朝から⼼が潤う。庭師さん優しいなぁ。

→ちょっとの勇気を出すって⼤切！

→欲しいな、と思った⾏動に移してみて

→それがあなたにとって良きものなら

 最善のタイミングで最善の結果になるよ

在りたい姿を

⾃ら考えて作る

感情

気付き

エピソード

メッセージ

〜テーマに基づいた思い〜

※アダニヤ美和さんの投稿�

�



記事の作り⽅（例２）

以前から気になっていたバラ、ちょっと勇気を出したら

庭師さんから想像以上の本数をいただいた

欲しいな、と思ったら素直に⾏動へ移してみよう

それがあなたに必要なものなら最善の結果が出るはず
メッセージ

エピソード

※発信のテーマ・コンセプトが背景にある



エピソードとメッセージ

メッセージ先⾏、エピソード先⾏

このメッセージを伝えたい！

→どんなエピソードがある？

このエピソードを伝えたい！

→どんなメッセージがある？



エピソードとメッセージ

エピソードの⾜し引き

⼆つの短いエピソードを⾜す

→共通している点がテーマになる

⼀つの⻑いエピソードから引く

→テーマに基づいて抜粋する



エピソードとメッセージ

トレーニング１）エピソード

・家族や友達と会話して感じたこと

・お出かけ先で⾒つけたこと

・仕事を通じて思ったこと

・映画、ドラマで感動したこと

・ニュース、読書から気付いたこと



エピソードとメッセージ

トレーニング２）メッセージ

・何に⼼が動いたの？何に引っかかったの？

・⾃分のどんな部分とリンクしている？

・それを通して読者に伝えたいことは？

・あなただからこそ感じるポイントはどこ？



最近のエピソードを

振り返ってみよう



記事の作り⽅（ニーズ発）



記事のパターン

ブログ

メルマガ�
SNS

⽇常エッセイ

（フォーマット6、7）

課題解決
（フォーマット1、2）

ノウハウ提供

（フォーマット3、4）

体験レポート

（フォーマット5）

⾃⼰ストーリー

（フォーマット8、9）



検索ニーズ

未来のお客様

（読者）

未来のお客様（読者）が

キーワードで検索

↓

↓

あなたのブログに

辿り着くためには？



A）検索キーワードが明確な場合

①ツールにキーワードを⼊⼒

↓

②複合キーワードを調べる

↓

③ユーザーの悩みを考える

↓

④同じキーワードでGoogle検索 

↓

⑤⾃分なりの答えを記事にする

直接的な検索



直接的な検索



間接的な検索

「プラントベース メリット」

「アメリカ�奨学⾦」

�直接的な検索

「40代�⾁�胃もたれ」

「アメリカ�⽼後資⾦�⽬安」

�間接的な検索

B）検索キーワードが不明確な場合

※お客様は漠然とした状態で

調べている場合がほとんど



検索の例（１）

「？？？？？」

（思いつかなかった）

�直接的な検索

「⾃⼰開⽰�苦⼿」

「ブログ�⾃分�出せない」

�間接的な検索

お悩み）⾃分のことをブログに書くのが苦⼿



検索の例（２）

「⼩顔�マッサージ」

「40代�フェイスマッサージ」

�直接的な検索

「たるみ�改善」

「たるみ�40代」

�間接的な検索

お悩み）顔のたるみがひどくなった気がする



間接的な検索の

キーワードを考えよう



おつかれさまでした☺ 


