
基本ライティング 

記事の構成編 



記事構成編 マニュアル 

- 2 – 

Copyright (C) 2021 ゆうたく All Rights Reserved. 

利用規約 

【著作権について】 

このレポートは著作権法で保護されている著作物です。このレポートの著作権はゆうたく

に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、

転載、流用、転売等することを禁じます。このレポートに書かれた情報は、作成時点で

の著者の見解等です。 

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を

有します。 

 

【その他】 

このマニュアルは著作権法で保護されている著作物です。著作権者の許可なく 

このマニュアルの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等

することを禁じます。著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行

為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず 

法的解決を行う場合があります。 

 

※本マニュアルの内容を外部に漏らすことなく、弊社業務においてのみ使用いただけれ

ば問題御座いません。 
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第１章：記事のまとめ方 

 

記事には３つの要素があります 

 

1. タイトル 

（導入文） 

 

2. 各見出し 

（まとめ） 

 

3. 結論 

 

 

記事というのは、大きくわけて３つになります。 

わたしは、キーワードが決まったら、2-3-1の順で記事作りをします。 

 

でも、順番はその時によって変わりますが、基本的にはこんな感じです。 

 

タイトルを先に決めることもありますし 

結論が思いついてそれから考えることもあります。 

 

でも考えた方として３つの要素を作れば 

記事が完成するというように考えてもらえればいいと思います。 

 

つまり、記事は 3つの要素を作ればいいだけです。 

 

それでは書く順番に沿って説明していきます。 
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2 各見出し（まとめ）を作る 

 

まずキーワードを考えます。 

キーワードが決まったら、そのキーワードで検索します。 

 

そして検索 1ページ目はすべて隅から隅まで読みまくります。 

 

パソコン（スマホ）がショートするくらい読みまくります(笑) 

 

そして、大体の基礎知識を頭い入れます。 

 

同時に各見出しになりそうな単語をメモとかに書きなぐります。 

もちろんパソコン（スマホ）のメモ機能を使って OK です。 

 

そしてある程度書く内容を各見出しごとにさらっと考えます。 

 

この時、各見出しをブロックとして４つか５つ考えて 

それをタイトルと結論の間にポンポンといれるだけです。 

パズル感覚ですね！ 
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3 結論 

 

各見出しと内容をある程度考えたら、最後の結論を考えます。 

 

肯定的な意見なのか否定的な意見なのか自分の意見を述べます。 

記事の方向性となります。 

 

これは各見出しを考えて検索しているうちに、記事の流れもある程度決めていきます。 

 

記事の方向性と結論が決まったら最後にタイトルを決めていきます。 
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1 タイトル（導入文） 

 

次に頭に入れた基礎知識や書きだした各見出しのブロックを基準に 

キーワードを全て入れたタイトルを考えます。 

 

もちろん、記事に答えがのっていますので 

それにあった質問なり疑問をタイトルにします。 

 

キーワードをタイトルに盛り込んで 

日本語に誤りがないタイトルを作ります。 

 

そしてそれに沿った導入文を考えます。 

 

はい、記事の完成です。 

 

簡単な流れはこんな感じです。 どうですか？ 

 

おそらく、 

全然イメージ沸かないでしょう(笑) 

 

なぜならこれは抽象的すぎるからです。 

これらをもっと具体的にしていきます。 
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第 2章：記事ができるまでのストーリー 

 

よしっ！ 

ヨーグルト ダイエットで記事を作るか。 

 

Google さんへ 「ヨーグルト ダイエット」で検索っと。 

ライバル記事を検索、いろいろあるなぁー。 

 

検索 1ページ目はとりあえず全部読むか。 

10分もかからないしね。 

 

ふむふむ、なるほど。 

 

これくらいの記事の内容なら勝てるな。 

ヨーグルトの成分ばっか説明してるやんみんな。 

 

そんなのどうでもいいのにね。 

大事なのは 

ヨーグルトダイエットしたら結局どうなるの？ 

継続しやすいの？ やりやすいの？ 

 

だから 

 

まずはそれを教えてよ！ 

それから、やり方とか教えてよ！！ 



記事構成編 マニュアル 

- 9 – 

Copyright (C) 2021 ゆうたく All Rights Reserved. 

 

機能的なことは最後にチョロっとでいいって教えてもらったよ。 

 

B（利益）A（利点）F（特徴）の順番になるようにできるだけやってみよう。 

 

でも、そもそもヨーグルトダイエットで悩む人って、どんな人がいるんだろう？？ 

一体、何に悩むんだろうか？ 

 

ヨーグルトダイエットをして手に入れられる理想の未来 

ヨーグルトダイエットをしていない悲惨な未来（恐怖させる） 

 

をいれることがめっちゃ大事だって教えてもらったもんね！ 

 

そのためには、まずはみんな悩みをリサーチするか。 

リサーチするならここが鉄板！ 

 

【教えて goo】 https://oshiete.goo.ne.jp/ 

【yahoo知恵袋】 https://chiebukuro.yahoo.co.jp/ 

 

 

⚫ どんな記事をこれから書くのか？ 

⚫ どんな悩みをもった人に読んで欲しいか？ 

⚫ この記事を読んだらどんないいことがあるのか？ 

 

を念頭においてリサーチして書いていこう。 

https://oshiete.goo.ne.jp/
https://chiebukuro.yahoo.co.jp/
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「ヨーグルト ダイエット」 

で検索してくる人が一番欲しい情報（ダイエットの本質）は 

楽に継続できるダイエット情報だから、それをメインに書いていこう。 

 

それに加えて入らなければならない情報をしっかり入れていくか。 

 

それは、ヨーグルトの成分、効能、価格、種類だな。この辺はちゃんといれよう。 

 

 

『入れたい情報』 

⚫ ダイエットしたとき後の未来としない未来 

⚫ 楽に継続できる理由 

⚫ 自分の感情や体験談 

⚫ 共感できるポイント 

 

 

『入れなければならない情報』 

⚫ 成分 

⚫ 効能 

⚫ 価格 

⚫ 種類 

 

入れたい情報をメイン見出しを考えて、その中に 

入れなければならない情報をまとめていくとしよう。 
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よし！まずは 

ヨーグルトダイエットをおすすめする理由を各見出しにするか！ 

調べた情報で楽にダイエットできる理由は、つまり 「入れたい情報」とは 

 

1. すぐ安価で楽に手に入る 

2. 食事前に食べるだけでお腹が膨れる 

3. デザートにもなる 

4. 種類も豊富で飽きずに続けやすい 

5. 健康にも便通にも良い 

 

 

よしよし、楽で継続できて便通にも良い、おすすめする理由はいっぱいあるなっ！ 

 

よし、これを軸に作ろう。 

各見出しの中身の内容を簡単に考えるか。 

そこに 「入れなければならない情報」を絡めていこう。 
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1 安価で楽に手に入る 

手に入る場所と値段とか説明しよっと 

 

 

2 食事前に食べるだけでお腹が膨れる 

お腹が膨れる理由と成分とか説明しよっと 

食事前に食べたらご飯、あんまり食べれなかった話（体験談）もいれよう 

 

 

3 デザートにもなる 

簡単なレシピの紹介をしよう。 調べたらホットヨーグルトいいなぁ 

これを紹介しようっと。 

一回作ってみておいしいかの感想もいれるか。ってか、簡単に作れるじゃん。 

動画とかあったら入れるか。 

 

 

4 種類も豊富で飽きずに続けやすい 

おすすめの種類を説明しようっと。  

飽きたらいろんな種類や食べ方を試すとかもありだね。 

フルーツ入ってるのとか美味しいよなぁ。 

共感してもらえるように人気のヨーグルトも紹介だな。 
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５ 便通にも良い 

なぜ便通にいいかを客観的なデータや成分、効能を元に説明しよっと。 

調べたらいっぱい書いてあったし。 あっ！成分は上で説明したからここでは省略しよう。 

ダイエットだけではない他の効果もあるっていうのはいいポイントだな。 

一石二鳥なところを推してみよう。 

 

 

各見出しの中身はこんな感じであとは詰めていくかぁー 

この見出しをまた違う表現で、わかりやすくした内容を最後にまとめにしよう。 

語りかける感じで面白さをだすかぁ！ 

 

 

５ 便通にも良いをまとめにする時は、 

お尻から幸せなお便りがバンバン届く（便秘改善） 

にしよう(笑) 

 

最後に便秘改善って入れておかないと、忙しくてまとめだけ読む人がいた時に 

幸せの便り？ なんのこっちゃってわからなくなる可能性あるからね。 

 

記事を読んだ最後に頭に残るフレーズとして幸せな便りとか 

楽に継続できるってことが印象に残るように心掛けよっ！ 
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次は結論だな。 

今回調べたところ、ヨーグルトダイエットはおすすめできる要素があったから 

コーグルトダイエットをおすすめする肯定的な結論にしよう。 

 

でも最後に、食べ過ぎたらお腹痛くなるっているデメリットもちょい入れておこう。 

 

まぁ、全体的にはやってみて最高って感じにしよっと。 

 

この前、筋トレダイエット記事を書いたときは調べたらしんどそうだし 

効果はあるかもしれないけど、続けるのしんどいし楽じゃないから 

おすすめできない方向で記事書いたからね。 

 

筋トレするなら、食事に気をつけたほうが良いみたいな(笑) 

 

それはそれとして、今回の結論は肯定的にしよう。 
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次はタイトルだな。 

「ヨーグルト ダイエット」 をキーワードにしてるから、これは必ず入れて 

楽なところをアピールする。 

目を引くキャッチーなのは 

 

ヨーグルトダイエットが楽に継続できる５つの理由 

 

にするか？ ちょっと足すか？ 

 

ヨーグルトダイエットが楽に継続できる 5つの理由とその方法 

 

28字でいい感じだ！これでいこう！！ 

導入文も考えよう！ 

 

導入文に大事なことは 

 

⚫ どんな記事をこれから書くのか？ 

⚫ どんな悩みをもった人に読んで欲しいか？ 

⚫ この記事を読んだらどんないいことがあるのか？ 

 

ヨーグルトダイエットをして手に入れられる理想の未来 

ヨーグルトダイエットをしていない悲惨な未来（恐怖させる） 

 

を簡単に書いてあげることだね！ 
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よし！ 仕上げに写真とか動画をちょいちょいっと入れて 

誤字脱字のチェックだぁ！ 

 

文字の大きさにも注意して 

 

改行、段落して文を整えて 

 

最終チェックして、完成！ こんな感じかな。 

 

 

じゃぁ、読み手の目線に立って見てみよう！ 

 

 

【タイトル】 

ヨーグルトダイエットが楽に継続できる５つの理由。知らないと絶対損 

 

【導入文】 

（共感ポイント、結論、恐怖、希望をできるだけ入れる） 

 

ダイエットってなかなか続けるの難しいですよね。 

私も何度も挑戦して失敗してきました。（ダイエット挑戦者に対する共感ポイント） 

 

しかしそんな飽き性の私でもヨーグルトダイエットなら続けらたのです。 

その理由は 「簡単で満腹感があり、さらに便秘にも良くて楽」 だったからです。 

（いきなり結論を伝える） 
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デブだと自分に自信持てないしカワイイ服も着れないし、何よりモテない。 

（デブのままの未来に恐怖させる） 

 

でも、ヨーグルトダイエットをしたことによって痩せることができて自分に自信も持てる 

ようになってきて、カワイイ服も着れるようになってきました。 

（痩せた自分を想像してもらい希望の未来を想像してもらう） 

 

そんな私が試したヨーグルトダイエットって 

全然難しくなく誰でも挑戦しやすいのでご紹介いたします。 

（知りたい、早く教えて） 

 

 

1 すぐ安価で楽に手に入る 

（手に入る場所と値段とか説明しよっと） 

 

2 食事前に食べるだけでお腹が膨れる 

（お腹が膨れる理由と成分とか説明しよっと。 

食事前に食べたらご飯あんまり食べれなかった話（体験談）も入れよ。） 

 

3 デザートにもなる 

（簡単なレシピの紹介をしよう、調べたらホットヨーグルトがいいなぁ。 

これを紹介しよう。 一回作ってみて美味しいかの感想もいれるか。 

ってか、簡単に作れるじゃん！ 動画とかもあったら入れるか） 
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4 種類も豊富で飽きずに続けやすい 

（おすすめの種類を説明しよっと。 飽きたらいろんな種類や食べ方を試す 

とかもありだね！ フルーツ入ってるのか美味しいよね！ 

共感してもらえるように、人気のヨーグルトも紹介だな） 

 

5 健康にも便通にも良い 

（なぜ便通にいいかを客観的なデータや成分、効能を元に説明しよっと。 

調べたらいっぱい書いてあったし。 

あっ！ 成分は上で説明したからここでは省略しよう。 

ダイエットだけない他の効果もあるっていうのはいいポイントだな。 

一石二鳥なところを推してみよう！） 

 

 

【まとめ】（読者の頭に残りやすいように） 

⚫ ～～～～～～～～～～～ 

⚫ ～～～～～～～～～～～ 

⚫ ～～～～～～～～～～～ 

⚫ ～～～～～～～～～～～ 

⚫ お尻から幸せなお便りがバンバン届く（便秘改善） 

 

 

【結論】（肯定的に） 

～～～～～～～～～～～ 

 

 

できたできた、お腹すいたなぁ～ 

記事書いてたら、ヨーグルト食べたくなってきから買いに行ってこようっと(笑) 
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どうでしょうか？ 

具体的にしたら頭に入ってきませんか？ 

 

これはストーリー口調にしたからです。 

その人が考えてるその時をストーリーにして筋道を立てたほうが 

感情移入できて、頭に残りやすいし理解しやすいのです。 

 

これは記事に感情的価値を入れるときにも、もちろん使えます。 

 

自分の体験談や感想を言うときはこのように 

「私が〇〇〇に行ったと時に」 とかストーリーにすると 

理解しやすいし頭に残りやすいです。 

 

記事の構成をしっかり理解して頭に叩き込んで感情的価値を入れまくる。 

 

たったこれだけの作業です。 

 

良記事作成して読者に 「あっ！わかるぅ～！ もっと知りたい」 

と思ってもらって 

 

「役に立ったわ、この記事」 
と思ってもらえる記事を目指しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 



記事構成編 マニュアル 

- 20 – 

Copyright (C) 2021 ゆうたく All Rights Reserved. 

 

おわりに 

 

お疲れ様でした。 

一度読んだだけじゃ、絶対覚えられないので 

必ず何度も覚えるまで読んでください。 

 

できれば印刷推奨です。 

 

このマニュアル通り書ければ、間違いなく良い記事になります。 

この知識を 

「知っているか」 

「知っていないか」 

 

これだけが 

良い記事を作れる人と良い記事を作れない人の差です。 

 

このマニュアルを読まれた方は、これで正しい知識を知りました。 

 

あとは 

覚えて 

実践して 

慣れていく 

だけです。 

 

もし、疑問点や質問があれば遠慮なく、わたしに教えてください。 

お疲れ様でした！ 

 

 

 



 


