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はじめに 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれている URLはクリックできます。できない場合は最新

の AdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 

https://get.adobe.com/jp/reader/ 

 

【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。 

下記の点にご注意戴きご利用ください。 

 

このレポートの著作権は作成者に属します。 

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。 

 

このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、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。 

 

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・刑事を問わず法的手段にょる解

決を行う場合があります。 

 

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、情報の最新科、見解の変更等を行う権利を有します。 

このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報があ

りましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。 

 

このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・

パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 

  

https://get.adobe.com/jp/reader/
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第 1章：デュアルディスプレイのすすめ 

 

ブログを執筆する際、モニターを 2 つ使用するデゥアルディスプレイを推奨し

ています。できれば、デスクトップ PCで準備するのが好ましいですが、ノート

PCでも別途モニターを用意して 2画面で作業するのがオススメです。モニター

を繋げる端子があれば、デスクトップ PCでもノート PCでもすぐにできます。 

 

 

ブログを執筆する際、ネットで調べながら書くことが多くなってきます。片方の

モニターはリサーチ専用として使用し、もう片方は記事を執筆する画面で使用

するという形態をとると非常に効率良くブログを書くことが出来ます。 

 

 

1画面でも書けないことはないのですが、1つの画面でリサーチしながら記事を

書くとなると、ウィンドウの切り替え作業が多くなり、時間がかかってしまいま

す。デュアルティスプレイにすることで、作業が 1.5～2 倍ほど早くなります。 

 

 

モニターはしっかり映れば問題なく、高いものを揃える必要はありません。 

大きい方が見やすくて作業効率も上がりますのでワイド型で最低でも 18.5イン

チ以上の大きさは欲しいところです。Amazon や楽天市場だと中古で

3,000~5,000円程度で調達することができます。 
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▼推奨モニター例 

 

 

 

◆モニターの繋げ方 

 

モニターを増やすには、PCとモニターをケーブルで繋げるだけです。 

ただし、モニターを繋げる際はケーブルの端子に気をつけてください。 

ケーブルを購入する前に必ず、PCの空いている端子とモニターの端子、ケー

ブルの端子を確認するようにしましょう。 

 

 

モニター接続によく使われる端子の種類は下記の通り。 

・VGA 

・DVI 

・HDMI 

・Display Port 

https://item.rakuten.co.jp/mediatorconnect/dp-190909-omk1920-ar-s/


5 

 Copyright (C) onodera 0curriculum～2019～. All Rights Reserved.  

 

 

これらの端子は PCによって異なり、この端子の中でも細かく分かれているの

で注意してくださいね。 

 

こちらは私の PCの端子接続面の写真です。 

 

この PCだと、VGA、DVI、HDMIの 3種類の端子があることが分かります。 

モニターとケーブルを用意する際は、初めに PCが対応している端子を確認す

るようにしてくださいね。 

 

 

この PCの例でデュアルディスプレイにするには、下記のような流れで繋げて

いきます。 
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１．PCにケーブルを繋げます。写真では HDMI端子と VGA端子に繋げてい

ます。 

 

 

 

２．HDMI端子をモニターに繋げます。 
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３．VGA端子側をもう一つのディスプレイに繋げます。 

 

 

 

この作業をするだけでデュアルディスプレイの完成です。 

端子さえ間違えなければあとは繋げるだけなので、簡単にできます。 

 

端子の種類を確認したら、早速ケーブルを調達しましょう。 
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▼VGA端子ケーブル 

 

 

▼DVI端子ケーブル 

 

  

https://item.rakuten.co.jp/icon-shop/4938591078398/
https://item.rakuten.co.jp/kazamidori/4571284886605/
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▼HDMI端子ケーブル 

 

 

▼Display Port端子ケーブル 

  

https://item.rakuten.co.jp/genesis-shop/s-hdmi-10/
https://item.rakuten.co.jp/akariya3/ldc-dp10/
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第 2章：あると便利な無料ソフト・ツール一覧 

 

◆チャットワーク（必須） 

https://go.chatwork.com/ja/ 

 

コンサルサポートなどを受ける際に使用します。 

チャットワークを導入しましたら、こちらの IDで友達申請をしてください。 

 

小野寺の ID：kouya3 

 

◆Rapture（必須） 

https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se386376.html 

 

PC画面を切り取って画像として保存することができます。 

手順を追って解説する記事を執筆する時には非常に役立ちます。 

予め設定しておけばより少ない動作で利用できるので時間短縮にもつながりま

す。 

 

 

◆Googleスプレッドシート（推奨） 

https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/ 

 

Googleアカウントがあれば誰でも無料で使える表計算ソフトです。 

ブログ記事リストや収支管理などに利用すると便利です。 

 

ブログの記事リストで使用する際には、タイトルや見出し、キーワード、PV数

などを管理すると改善点も分析しやすくなります。 

 

ネット環境があればいつでもどこでも開くことができるので、ちょっとした確

https://go.chatwork.com/ja/
https://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se386376.html
https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/
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認がしたい時にはスマホで見ることもできます。 

 

 

◆Evernote（推奨） 

https://evernote.com/intl/jp 

 

いわゆるメモ帳ツールですが、音声や動画、画像も保存することができます。 

また自動セーブやカテゴリー分け、タグ付け機能も搭載されているので、ネタ集

めやデータ管理に適したツールとなっています。 

スマホアプリもあるので、外出時に思いついたネタやメモを残すことができま

す。 

 

 

◆Dropbox（推奨） 

https://www.dropbox.com/ 

 

クラウドでデータを保存することができます。 

テキスト、動画、画像といったあらゆるファイルを保存することができ、オンラ

インでログインすればどの端末からもファイルを引き出すことができます。 

 

スマホで撮影した写真も同期で保存してくれるので作業効率が上がります。 

 

◆Terapad（推奨） 

https://tera-net.com/library/tpad.html 

 

シンプルなエディタツールです。 

保存する必要はないけど、オフラインで下書きしたい時やちょっとしたメモを

しておきたいという場面で使えます。 

テキストファイルとして保存もできます。 

  

https://evernote.com/intl/jp
https://www.dropbox.com/
https://tera-net.com/library/tpad.html
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第 3章：パワポでアイキャッチ画像作成のポイント 

 

アイキャッチ画像を作成する際にはパワーポイントの利用をおすすめしていま

す。 

パワーポイントでは、 

 

・縦横比のトリミング 

・文字の装飾 

・図形の挿入 

 

など、アイキャッチ画像を作成しやすい機能が揃っています。 

 

 

ブログではアイキャッチ画像のサイズがまちまちだとサイト全体の構造が不格

好になってしまいます。パワーポイントで縦横比を一定にしてアイキャッチ画

像を作成することで、サイズに統一感が出て見やすいブログを構築していくこ

とができます。 

 

 

さらに、パワーポイントを保存して使い回していくと、文字のフォントや装飾な

ど毎回設定しなくても作成できるので非常に便利となっていいます。 

 

 

縦横比の設定は画像を選択した状態で「トリミング」＞「縦横比」からできます。 

 

 

 

アイキャッチ画像の縦横比は「横」の「16：9」を推奨しています。 
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第 4章：誰でもできる資金調達の裏ワザ 

 

◆ポイントサイト 

ポイントサイトで小銭を稼ぐことができます。 

なかでも高額案件を狙ったほうが良くて、クレジットカードや不動産系が狙い

目です。 

ただし、クレジットカードは発行しすぎると、審査に通らなくなるリスクもあ

るので、2~3枚程度にしておきましょう。 

 

不動産に関しては、マンション投資の面談を受けるだけで高額のポイントがつ

きます。 

たいていの場合、年収 500万円以上という条件があるので、条件を満たしてい

るならば、マンション投資の面談はオススメです。 

面談の際には、あたかも本気でマンション投資を考えているように見せ、リア

リティを出すようにしてください。 

事前に軽く調べたり、メモを取るなどすると真剣に見えます。 

 

 

主なポイントサイトはこちら。 

 

▼モッピー 

https://pc.moppy.jp/ 

 

▼ポイントインカム 

https://pointi.jp/ 

 

▼お財布.com 

https://osaifu.com/ 

 

▼げん玉 

http://www.gendama.jp/welcome# 

 

 

 

https://pc.moppy.jp/
https://pointi.jp/
https://osaifu.com/
http://www.gendama.jp/welcome
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◆不用品転売 

 

自宅にある不用品を売って資金を調達する方法もあります。 

服や家具、家電で使っていないものがあったら出品してみましょう。 

 

不用品を売る時にオススメのサイトは以下です。 

 

 

▼メルカリ 

https://www.mercari.com/jp/ 
服とか小物、本などはメルカリで出品するといいです。 

 

 

▼ヤフオク 

https://auctions.yahoo.co.jp/ 

オークション形式なので、もう売られていないものを出品すると、高値がつく

可能性があります。 

また、海外でしか手に入らない物も落札されやすいです。 

 

  

https://www.mercari.com/jp/
https://auctions.yahoo.co.jp/
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第 5章：環境のモデリング 

 

ネットビジネスにおいてパソコンやその周辺機器は武器のようなものです。 

こん棒で戦うよりも勇者の剣で戦ったほうが、勝てる確率は数段と上がります。 

 

初めから必要以上に高性能なパソコンを用意する必要はありませんが、最低限

必要なスペックというのもあります。 

 

スペックの目安としては、メモリは GB以上、core i5以上をオススメします。 

できれば、SSDが入っているパソコンを用意するといいですね。 

 

参考までに私の作業部屋を紹介します。 

 

モニターはデュアルディスプレイにしており、パソコンは SSDを搭載していま

す。また、マウスにもこだわっています。 
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▼使用している SSD 

 

 

SSDを搭載することによって、パソコンの起動時間が早くなります。 

作業にとりかかるまでの時間を短縮することができるだけでなく、パソコンの

動作がスムーズになるのでストレスもかかりにくいです。 

SSDは後から取り付けることもできますが、PC初心者には難しいので、パソコ

ンを新調する時には初めから SSD搭載の PCを購入することを推奨します。 

 

  

https://item.rakuten.co.jp/spd-shop/mcssd1tb-mx500/
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▼使用しているマウス 

 

無線で使用することができ、8つのボタンの機能を設定することができます。 

ブラウザの「戻る」「進む」もマウスのワンクリックで済ませることができるの

で、時間短縮につながります。 

 

 

 

成功の確率を上げるには、上手くいっている人の真似をすることです。 

成功者のモデリングをすることで、成功の型を身に付けやすくなります。 

ぜひ、参考にしてくださいね。 

 

  

https://item.rakuten.co.jp/r-kojima/2702267/
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❏ブログ 

https://onodera58.com/ 

 

❏Twitter 

https://twitter.com/onodera_pro 

 

❏Youtube 

https://is.gd/bbyK8k 

https://onodera58.com/
https://twitter.com/
https://is.gd/bbyK8k

