
パソコンを使う
カーソル

画面に表示されているマーク
マウスを動かすとカーソルも動く
画面のものを選択する

マウスは軽くさわる

文字を入れるには文字ボタンを押す

「あいうえお」がキーポイント



http://clinic.mond.jp/key/

html, css javascript bootstrap
'alert',

'await',

'badge',

'bar',

'bg',

'block',

'body',

'bordered',

'bottom',

'br',

'brand',

'breadcrumb',

'break',

'btn',

'btn-group',

'button',

'capitalize',

'caption',

'caret',

'carousel',

'case',

'catch',

'center',

'checkbox',

'circle',

'cite',

'class',

'clearfix',

'close',

'code',

'col',

'colgroup',

'collapse',

'color',

'comment',

'condensed',

'const',

'container',

'content',

'continue',

'control',

'container',

'content',

'continue',

'control',

'danger',

'debugger',

'default',

'delete',

'dialog',

'disabled',

'dismissible',

'div',

'divider',

'dl',

'do',

'dropdown',

'dropdown-menu',

'dropup',

'else',

'embed',

'embed-

responsive',

'export',

'extends',

'fade',

'feedback',

'finally',

'fluid',

'focusable',

'font',

'footer',

'for',

'form',

'form-control',

'frame',

'function',

'glyphicon',

'group',

'gutters',

'has',

'has',

'head',

'header',

'heading',

'help',

'hidden',

'hide',

'horizontal',

'hover',

'hr',

'html',

'icon',

'if',

'img',

'import',

'in',

'indicators',

'info',

'initialism',

'inline',

'inner',

'input',

'input-group',

'instanceof',

'inverse',

'invisible',

'item',

'jumbotron',

'justified',

'justify',

'label',

'lead',

'left',

'lg',
'link',

'list',

'lowercase',

'mark',

'media',

'menu',

'modal',

'muted',

'nav',

'nav nav',

'nav navbar',

'navbar',

'new',

'next',

'nowrap',

'object',

'only',

'open',

'option',

'page',

'pager',

'pagination',

'pane',

'panel',

'pills',

'popover',

'pre',

'prev',

'previous',

'primary',

'print',

'progress',

'pull',

'responsive',

'return',

'right',

'rounded',

'row',

'show',

'sm',

'small',

'span',

'sr',

'sr-only',

'stacked',

'static',

'striped',

'style',

'success',

'super',

'switch',

'tab',

'table',

'tabs',

'tbody',

'td',

'text',

'textarea',

'this',

'throw',

'thumbnail',

'title',

'toggle',

'tooltip',

'top',

'tr',

'try',

'typeof',

'unstyled',

'uppercase',

'var',

'vertical',

'visible',

'void',

'warning',

'well',

'while',

'with',

'xs',

'yield',

WEBで使う単語の練習



game

switch

ps5

WEB windows

linux

スマホ
android

ios

組み込み機器



HTMLを知らな

くてもホームペ
ージが作れる

標準的なCSS

フレームワー
ク

レスポンシブ
対応

HTMLを記述し

てホームペー
ジを作るエデ
ィタ

HTMLでコンテンツを記述し、
CSSで装飾を行う

bootstrap

brackets

ホームページ作成



WEBアプリケーション
ブラウザ パソコンやスマホでWEBページを見るソフト
サーバ 情報管理場所
HTML Hyper text markup language タグで内容を
識別する
CSS cascading style sheet 文書の体裁や
見栄えを表現する
JAVASCRIPT プログラミング言語
XAMPP ウェブアプリケーションの実行に必要なフリーソフト
ウェアパッケージ

APACH Webサーバ
MariaDB SQLデータベースサーバ
PHP プログラミング言語
Perl プログラミング言語

HTML 

マークアップ言語で、これを使ってウェブコンテンツに構造と意味を
与えます。例えば段落や見出しや表を定義したり、ページに画像や動
画を入れたりします。

CSS 

HTML コンテンツに適用するスタイリング規則の言語です。例えば背
景とフォントの色を設定したり、複数カラムにコンテンツをレイアウ
トしたりします。

JavaScript 

動的にコンテンツを更新したり、マルチメディアを管理したり、その
他多くのことができるスクリプト言語です。(ええ、すべてできるわけ
ではないですが、JavaScript の数行でできることは素晴らしいです。)

bootstrap 

Twitter Bootstrapは、米ツイッターが開発・提供しているフロントエ
ンドツールです。オープンソースで公開されており、誰でも無償でダ
ウンロードしてすぐに使えます。 Twitter Bootstrapは、Webデザイ

ンができないエンジニアでも、見た目をすばやく整えられるツールと
して位置づけられています



サンプル

画像にフォーカ
スが当たると画
像を大きく表示
する



HTML,CSS,javascript

<style>

.img_wrap{

width: 50px;

height: 40px;

margin: 0 auto;

/* overflow: hidden;

*/

cursor: pointer;

}

.img_wrap img{

width: 100%;

transition-duration: 0.5s;

}

.img_wrap:hover img{

transform: scale(6.0);

transition-duration: 0.5s;

box-shadow: 5px 5px 5px rgba(0,0,0,0.4);

}

.abs {position:  absolute; }

</style>

<script>

window.onload=function(){

var trigger = document.getElementsByClassName("img_wrap");

var triggers = Array.from(trigger);

triggers.forEach(function(target) {

target.addEventListener('mouseenter', function() {

target.style.zIndex = 2

});

target.addEventListener('mouseleave', function() {

target.style.zIndex = 1;

});

});

//マウス移動時のイベントをBODYタグに登録する
document.body.addEventListener("mousemove", function(e){

//座標を取得する
var mX = e.pageX;  //X座標
var mY = e.pageY;  //Y座標

//座標を表示する
document.getElementById("txtX").value = mX;

document.getElementById("txtY").value = mY;

});

document.body.addEventListener("mouseup", function(e){

var mX = e.pageX;  //X座標
var mY = e.pageY;  //Y座標
var name=document.getElementById("name").value;

//座標を表示する
document.getElementById("hist").innerHTML += name 

+","+mX+","+mY+"<br>";

});

}

</script>

<!DOCTYPE html>

<html lang="ja">

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<title></title>

<link href="css/abs.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script src="js/zindex.js"></script>

<style>

.a1 { left:350px;top:390px;}

.a2 { left:320px;top:330px;}

.a3 { left:200px;top:350px;}

</style>

</head>

<body >

<img src=images/back.png>

<div class='a1 img_wrap abs'><img id=im src='images/a1.png' 

width10%></div>

<div class='a2 img_wrap abs'><img id=im src='images/a2.png' 

width10%></div>

<div class='a3 img_wrap abs'><img id=im src='images/a3.png' 

width10%></div>

<div>

名前：<input type="text" id="name" />

X座標：<input type="text" id="txtX" />

Y座標：<input type="text" id="txtY" />

</div>

<div id=hist>

</div>

</body>

</html>



編集ツール brackets

エディタ
編集html

ブラウザ画面

編集を行うとリアルタイムでブ
ラウザ画面が更新される



brackets



htmlタグ
<html>HTML文書であることを示すタグ
<head>文書全体の基本的な情報(ヘッダ情報)を定義
<title>ブラウザのタブ内表記や、ブックマークされた際に表示される
サイトのタイトル
<meta>メタ情報とは、検索エンジンやブラウザに伝える情報全般のこ
とで、様々な種類があります。
<link>指定した文書を参照するタグです。
<body>Webサイトに実際に表示されるコンテンツすべてを囲むタグで
す。
<header>ヘッダー(Webサイトの先頭)部分に使用します
<footer>フッター(Webサイトの一番下)部分に使用します
<p>文章を作成する際に最もよく使うタグです
<h1～h6>見出し作成の際に使用するタグです。
<img>画像を貼り付ける際に使用するタグです。
<a>他のページへのリンクを貼ったり、指定したメールアドレスへの送
信を行う際に使用します。
<ol>・<ul>・<li>リストを作成する際に使用する3種類のタグです
<table>・<tr>・<td>・<th>テーブル(表)を作成する際に使用するタグ
です。
<form>・<input>・<select>・<button>・<label> フォームの
作成に使用します。



なんでも <div></div>

<div class=“装飾“>
ここにコンテンツを入れる

</div>



レイアウト

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-4">

コンテンツA

</div>

<div class="col-4">

コンテンツB

</div>

<div class="col-4">

コンテンツC

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="col-6">

コンテンツD

</div>

<div class="col-6">

コンテンツE

</div>

</div>

</div>

A B C

D E



レイアウト

スマホの物理的画面は HD以上
しかし、仮想的に横 350-370



装飾



https://techacademy.jp/magazine/6270
Webデザインの知識がなくてもOK！Bootstrapの使い方【入門者向け】



https://www.youtube.com/watch?v=E08jeQBa1D0&t=1590s

JavaScriptの「基礎」が1時間で分かる「超」入門講座

python超入門コース合併版｜Pythonの超基本的な部分をたった1時間で学べます
【プログラミング初心者向け入門講座】
https://www.youtube.com/watch?v=HyU3XL2F9GE&t=871s

はじめてのC言語完全入門

https://www.youtube.com/watch?v=UWI4ultTvI8

この動画1本でPythonの基礎を習得 いまにゅのプログラミング塾
https://www.youtube.com/watch?v=yeZ3STy3k44&t=5751s

勉強サイト（１）

https://www.youtube.com/channel/UC0xRMqPOyRNPTaL6BxhbCnQ


https://cs50.jp/

コンピュータサイエンスの知的事業とプログラ
ミングの技術を紹介します。このコースでは、
アルゴリズム的に考え、問題を効率的に解決す
る方法を学びます。
トピックとしては、抽象化、アルゴリズム、デ
ータ構造、カプセル化、リソース管理、セキュ
リティ、ソフトウェアエンジニアリング、ウェ
ブプログラミングなどがあります。言語はC、
Python、SQLに加え、HTML、CSS、
JavaScriptを使用します。芸術、人文科学、社

会科学、科学からヒントを得た問題設定を行い
ます。
コースの最後には、最終プロジェクトを実施し
ます。プログラミングの経験の有無にかかわら
ず、集中講座の受講者と非受講者の両方を対象
としています。CS50の学生の3分の2はCSを受
講したことがありません。このコースの最大の
目標は、学生が失敗を恐れずに未知の世界を探
求すること、すべての学生がアクセスできる集
中的な共有体験をすること、そして学生間のコ
ミュニティを構築することです。

CS50 for Japanese: コンピュータサイエンスの入門

勉強サイト（１）


