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アクションを始めてみよう！

〜 誰でもできる自分のページの作り方 〜



2

企画が決まったらアクションを起こす2つのステップ

STEP1
⾃分のページを
作ってみる

STEP2
アクションを知らせて
応援してもらう»



STEP1 ⾃分のページを作ってみる 1 2»
（１）Action for Educationのキャンペーンページを開く

https://give.roomtoread.org/Action2020

（２）「ファンドレイズする」ボタンをクリック

（パソコン画⾯） （スマートフォン画⾯）

https://give.roomtoread.org/Action2020


STEP1 ⾃分のページを作ってみる

（３）３つの選択が出てくるので、ひとつを選ぶ

「As an Individual」 ß 個⼈でアクションするとき
「Join a team」 ß すでにあるチームに参加
「Create a team」 ß チームでアクションするとき

※基本的な流れは同じなので、ここでは「As an Induvidual（個⼈でアクション）」
を選んで、⼊⼒⼿順を説明します。
（パソコン画⾯） （スマートフォン画⾯）

個⼈で チームで

チームに
参加

1 2»



STEP1 ⾃分のページを作ってみる

（4）⾃分のアカウントを作る
「Facebookアカウントと連動する」または「Eメールとパスワードを設
定」のどちらかを選んで、アカウントを作ってください。

★Eメールアドレスをいれてください。

★パスワードを設定してください。
※次の要件をすべて満たすパスワードが必要です
ü 全部で8⽂字以上
ü 数字を含む
ü アルファベットを含む
ü 特殊記号（︖％＄＃など）を含む

Facebookでログインするときはここ

パスワード要件を満たしてい
ないと、×マークがつきます。

ß

8⽂字以上 数字を含む

特殊⽂字を含むアルファベット
を含む

⼊⼒したら、ここを押下

1 2»



STEP1 ⾃分のページを作ってみる

（５）⾃分のプロフィールを登録する
このプロフィールは、⾃分のアカウントのContact Informationとして登
録されます。
ファンドレーザーの⽒名の表⽰にも使われます。

⼊⼒したら、ここを押下

1 2»



STEP1 ⾃分のページを作ってみる

（６）基本情報を設定する（前半部分）

★ファンドレイズの⽬標⾦額
• ⾃分のアクションを通じて、集めたい寄付額を
いれてください。

• いくらを⽬標にするかは⾃由です︕⾃分が“ヨシ、
やるぞ︕”と⼼地よい気合が⼊る⾦額がおススメ
です。

• 「5,000円の寄付は、１名が１年間の識字教育
に相当」するので、何名をサポートしたい・で
きる額というイメージもしてみてください。
(次ページも参考に）

★ファンドレイジング・アクションの名前
（プロジェクト名/タイトル）
• ⾃分の想いをこめたプロジェクト名を180⽂字
で⼊れてください。

1 2



20,000円

⼀⼈の⼥⼦⽣徒が⾃宅で安
全に学習を続けられるよう

遠隔でサポート
できます

300,000円

遠隔学習で⼦ども達を指導する教
師の能⼒開発をサポートできます

ファンドレイズ⽬標は、何名サポートできるかをイメージしてみてください︕

《 参考 》

3,000円

⼀⼈の⽣徒が読み書きがで
きるよう⾃宅での遠隔学習
をサポートできます



STEP1 ⾃分のページを作ってみる

（６）基本情報を設定する（後半部分）

★⾃分のページの短縮URL
• https://give.roomtoread.org/XXXXXXの
「XXXXXX」にあたる部分です。

• アクションを応援してもらう投稿をする際に便
利なので、短縮URLの設定をおススメします。
例︓kampai （設定しなくてもOKです）

• ⾃由な⽂字列を設定できます。設定しないと数
字列になります。⼊⼒したらを押下

※⽬標⾦額、プロジェクト名、短縮URLは後か
ら変更もできます。

1 2

★あなたのアクションで寄付するプログラム
を選んでください
・「⼥⼦教育プログラム」「識字教育プログラム」
のどちらかを選んでください。



STEP1 ⾃分のページを作ってみる »
（７）アイコン写真を⼊れる

①写真マークをクリック ②写真を選んで「INSERT」ボタンを押下

③写真の位置や⼤きさを調整して
「SAVE」ボタンを押下

④「CONTINUE」ボタンを押下

個⼈ページの場合でも、アカ
ウントのプロフィール写真と
違う写真を表⽰できます。
アクションのイメージを分か
り易く伝えたい時にオススメ
です。

1 2»



（８）ページができました︕あともう少しです︕
ページ右上の「MANAGE」ボタンを押す

STEP1 ⾃分のページ／チームのページを作ってみる 1 2»



（９）アクションへの想いを書き込む

STEP1 ⾃分のページ／チームのページを作ってみる

①「COMPOSE」をクリック ②Story（アクションについて）を編集する
例えば、「ルーム・トゥ・リードを応援する理由」
「アクションする理由」「アクションの内容と応援の
お願い」など、あなたやチームのアクションへの想い
をここに書き込んでください。

デフォルトのStory（英語）が表
⽰されますので、上書きして
「Story」を編集してください。。
テキストの他、画像や動画も⼊
れられます。

1 2»

ページの下の⽅には、編集⽤ツール
があります。

サイズ 画像 動画 リンク



（９）アクションへの想いを書き込む（つづき）

STEP1 ⾃分のページ／チームのページを作ってみる

★Storyは、ページのこの部分
「このアクションについて」に
該当します。

1 2»



（９）アクションへの想いを書き込む（例）

STEP1 ⾃分のページ／チームのページを作ってみる

https://give.roomtoread.org/fundraiser/1176165

1 2»

https://give.roomtoread.org/fundraiser/1176165


（９）アクションへの想いを書き込む（例）

STEP1 ⾃分のページ／チームのページを作ってみる

https://give.roomtoread.org/kampai-de-kifu

1 2»

https://give.roomtoread.org/kampai-de-kifu


STEP1 ⾃分のページを作ってみる（オマケ）

（１０）基本情報の編集

Nicknameに⼊⼒したら、
最下部のボタンをクリック

1 2»
アクションの内容を分かり易く伝えるために、ファンドレイ
ザーを、⽒名以外のニックネームで表⽰することもできます。

ページ右上の「MANAGE」ボタンを
押して、編集ページを表⽰。
DETAILS をクリック

《ニックネーム表⽰例》



STEP1 ⾃分のページを作ってみる（オマケ）

（１1）アカウント情報の確認・編集

アカウントのアイコン写真もここ
で設定できます

1 2»
右側のアイコンをクリックして、
My Settingをクリック。

My Profileでは、⾃分のアカウントでの、
活動状況が表⽰されます。



STEP1 チームのページを作ってみる

（1）３つの選択が出てくるので、ひとつを選ぶ

「As an Individual」 ß 個⼈でアクションするとき
「Join a team」 ß すでにあるチームに参加
「Create a team」 ß チームでアクションするとき

※基本的な流れは同じなので、ここでは「Create a team（チームでアクショ
ン）」を選んで、⼊⼒⼿順を説明します。
（パソコン画⾯） （スマートフォン画⾯）

個⼈で チームで

チームに
参加

1 2»



STEP1 チームのページを作ってみる

（2）基本情報を設定する
★ファンドレイズの⽬標⾦額
• ⾃分のアクションを通じて、集めたい寄付額を
いれてください。

• いくらを⽬標にするかは⾃由です︕⾃分が“ヨシ、
やるぞ︕”と⼼地よい気合が⼊る⾦額がおススメ
です。

• 「5,000円の寄付は、１名が１年間の識字教育
に相当」するので、何名をサポートしたい・で
きる額というイメージもしてみてください。

★ファンドレイジング・アクションの名前
（プロジェクト名/タイトル）
• ⾃分の想いをこめたプロジェクト名を180⽂字
で⼊れてください。

★⾃分／チームのページの短縮URL
• https://give.roomtoread.org/XXXXXXの
「XXXXXX」にあたる部分です。

• アクションを応援してもらう投稿をする際に便
利なので、短縮URLの設定をおススメします。
（設定しなくてもOKです）⼊⼒したらを押下

※⽬標⾦額、プロジェクト名、短縮URLは後か
ら変更もできます。

★チーム名
（チームのときのみ）



STEP2 アクションを知らせて応援してもらう

（１）友⼈・家族・同僚に、⾃分のアクションを話す・応援してもらう
SNSに投稿する、パーソナルメッセージを送る、直接会って話すなど、⾃分がなん
のために、どんなアクションを起こしたのかを、ぜひたくさんの⽅に伝えてくださ
い。そして、「応援（寄付）のお願い」をしてください。

1 2»



STEP2 アクションを知らせて応援してもらう

（２）新着情報から、活動報告や、応援（寄付）してくれた⽅へのお礼
メッセージを書き込む
⾃分／チームページの「新着情報」から、コメントを残すことができます。
この機能をつかって、⾃分の⽇々のアクションを記録したり、応援（寄付）してく
れた⽅へのお礼をしたりすることで、アクションの活発さと誠実な気持ちが伝わり
ます。

1 2»


