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【三原則】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・あせらない 

・他人と自分を比べない 

・わからなければまず検索 

本テキストの内容及び演習問題データの複写、転載、引用、電子データ化、販売については

著作権者(TACT)の許可なしに行うことはできません。 

無許可にて上記の行為を行った場合は著作権保護法違反として告発する場合があります 
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１．はじめてのホームページ作成 

 

ホームページは、単なるテキストファイルです。 

ただし、普通のテキストファイルを表示させても文字(テキスト)と改行コードしか表示されず、レ

イアウトを変えたり色を変えたりといったことができません。 

 

【演習１】 

(1)デスクトップの壁紙の上でマウスの右ボタンをシングルクリックしてコンテキストメニューの 

「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(2)デスクトップ上にできた「新しいテキスト ドキュメント.txt」を「test.txt」という 

名前に変更します 

(3)「test.txt」のファイルをマウスの左ボタンでダブルクリックして、「メモ帳」プログラムを 

起動します 

(4)メモ帳で開いた「test.txt」に「テキストファイルの表示」と入力します 

(5)Enter キーを押して改行コードを入力してから「改行コードのテスト」と続けて入力します 

 

 

 

(6)「ファイル」-「上書き保存」を選択して「test.txt」の内容を保存します 

(7)「ファイル」-「終了」を選択してメモ帳を終了します（右上の「×」ボタンでも構いません） 

(8)スタートボタンを押して「インターネット」を選択し、ブラウザ(Internet Explorer)を 

開きます 

(9)ブラウザのホームページ表示しているスペース上の白い部分に「test.txt」のアイコン

をドラッグ＆ドロップします 

(10)「test.txt」に入力した内容がブラウザに表示されていれば OK です 

 

 

テキストファイルの表示 

改行コードのテスト 

テキストファイルの表示 

改行コードのテスト 
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では、ホームページとしてファイルを表示させるためにはどうすればよいのでしょう？ 

実は、ブラウザ(Internet Explorer)はファイルの拡張子を「.html」または「.htm」にしな

ければ、ホームページのデータとして扱ってくれないのです。 

では、ファイル名を変えるだけでよいのでしょうか。 

 

【演習２】 

(1) 演習１で使ったファイル名を「test.htm」に変更してください 

(2) 「test.htm」のアイコンをマウスの左ボタンでダブルクリックします 

(3) 入力した内容が改行されずにくっついて表示されていれば OK です 

 

 

 

 

【演習３】 

今度は、最初からファイルを作成し、「.html」という拡張子で試してみましょう。 

(1)デスクトップの壁紙の上でマウスの右ボタンをシングルクリックしてコンテキストメニューの 

「新規作成」-「テキストドキュメント」を選択してください 

(2)デスクトップ上にできた「新しいテキスト ドキュメント.txt」を「test.html」という 

名前に変更します 

(3)「test.html」のファイルをマウスの右ボタンでシングルクリックして「プログラムで開く」 

-「Notepad」を選択します 

(4)メモ帳で開いた「test.html」に、何か任意の言葉を入力します 

(5)Enter キーを押して改行コードを入力してから、別の任意の言葉を続けて入力します 

(6)「ファイル」-「上書き保存」を選択して「test.html」の内容を保存します 

(7)「ファイル」-「終了」を選択してメモ帳を終了します（右上の「×」ボタンでも構いません） 

(8)「test.html」のアイコンをマウスの左ボタンでダブルクリックします 

(9)「test.html」に入力した内容がブラウザに表示されていれば OK です 

 ※演習２に同じく、改行コードが反映されてないことを確認してください 

 

 

 

テキストファイルの表示改行コードのテスト 
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ホームページとして表示させるためには様々な「HTML タグ」の表記が不可欠です。 

HTML タグには大原則があります。 

 

※大原則１※※大原則１※※大原則１※※大原則１※    HTMLHTMLHTMLHTML タグはタグはタグはタグは必ず半角のアルファベッ必ず半角のアルファベッ必ず半角のアルファベッ必ず半角のアルファベットまたは数字トまたは数字トまたは数字トまたは数字で表記するで表記するで表記するで表記する 

 

アルファベットは大文字でも小文字でも表記して構わないのですが、最近は小文字で表記する

ことが推奨されています。また、なぜ全角文字が使用できないかというと、全角文字を使用しな

い国(欧米)でもホームページが表示できるようにという配慮からです。 

HTML タグに全角文字を使っても決して HTML タグとして扱われません 

 

    

※大原則２※※大原則２※※大原則２※※大原則２※ HTML タグは半角の角カッコ(“<”、“>”)で囲んで表記する 

    

HTMLタグはブラウザに「ここから表示を切り替えます」もしくは「表示の切り替えはここまでです」

という役割を持っています。ブラウザに表示させたい文字や画像とは別の役割なので 

それを区別するために半角の角カッコを使っているのです。 

HTML タグに全角の角カッコを使っても決して HTML タグとして扱われません 

    

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

HTMLタグの名前は何種類もあります。HTMLの規格によって使用可能なもの、OSやブラウザに

よって使用可能なもの、廃止されたものなどがいろいろありますが、すべてを覚える必要はあり

ません。このテキストでは XHTML規格で使用するタグのうち、汎用的に使用できる HTMLタグの

みを取り上げています。 

(なお、CSS で代替できる記述も省略しています) 

    

<html> 

html タグのはじまり 

html タグの名前 

html タグの終わり 

〔タグとして認識されない例〕〔タグとして認識されない例〕〔タグとして認識されない例〕〔タグとして認識されない例〕    

<html 

<html< 

 

html> 

>html> 

 

＜html＞ 

 

…終わりの角カッコがない 

…始まりの角カッコがない 

…角カッコがどちらも全角 
図１ 
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さらに、以下の原則があります。 

  

原則１原則１原則１原則１ HTML タグで表示内容を囲んで「要素」を構成する 

 

HTML で表記するデータはすべて HTML タグを使って「要素」という単位で構成されます。 

文字/文章、画像、その他のデータ(映像や音声データなど)、プログラム言語(JavaScript

などの埋め込み型言語)など、すべて HTMLタグで構成された要素が集まって HTMLデータがで

きているのです 

 

HTMLタグが半角の角カッコで囲まれているように、表示する内容も HTMLタグで囲まれて(挟ん

で)います。表示する内容の始まりについているタグを「開始タグ」、終わりについているタグを

「終了タグ」と呼びます。 

 

重要：修飾される内容と開始タグ、終了タグすべてを合わせて「要素」という単位になる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示する内容 <html> <html> 

要素 

開始タグ 

終了タグ 

図２ 

HTML タグの中のいくつかには、終了タグを必要としないタグが存在します。

そういった HTML の構成する要素については開始タグのみを指し、「空要素

(からようそ)」と呼ばれます。 

あくまでも HTML のルールとしては例外的なのですが、「開始と同時に終了

しているタグ」というふうに覚えておきましょう 

XHTML では、空要素のタグは終わりの角カッコの前にスラッシュ(“/”) 

を記述します。スラッシュを目立たせるため、半角のスペースを置いてから 

スラッシュを記述するのが通例です 

例） 

<br />  …改行するタグ。 
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原則２原則２原則２原則２    終了タグはスラッシュ(“/”)をつけて表記する 

 

図２のような例ではいいのですが、表示する内容がいくつも並ぶとどれが開始タグでどれが終

了タグになるかわかりにくくなります。ですからタグの開始記号「<」とタグの名前の間に半角文

字のスラッシュをつけて終了タグを区別できるようにします。 

空要素を構成する HTML タグ(終了タグのない HTML タグ)にはスラッシュは不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原則３原則３原則３原則３    各要素は入れ子にすることができる 

 

ある要素を、さらに HTML タグで囲んで入れ子にできます。つまり、HTML タグはいくつも重ねて

囲んで修飾することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示する内容 <html> <////html> 

要素 

開始タグ 

終了タグ終了タグ終了タグ終了タグ    

図３ 

表示する内容 <b> 

図４ 

<a> <center> </center> </b> </a> 

(center 要素) 

(b 要素) 

(a 要素) 
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また、入れ子にする要素は２つ以上でも HTML タグを重ねて囲むことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要：要素が入れ子になっている場合、内側の要素の終了タグを記述しないまま外側の要素の

終了タグを記述することは正しくありません。 

これを「ねじれた要素」と呼び、意図どおり正しく表示されない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表示する内容１ <b> <a> </b> </a> 表示する内容２ <i> </i> 

(b 要素) (i 要素) 

(a 要素) 

図５ 

表示する内容 <u> <div> </u> </div> 

<div>が外側になるので 

内側の<u>の終了タグから 

記述しなければいけません 

図６ 

HTML タグを間違えて表記しても、ブラウザは一切エラーを出さず、記述

されたままをブラウザが解釈した通りに表示します。 

場合によっては、ブラウザが一部の HTMLを補完して表示してくれること

もありますが、あてにはなりません。あてにはなりません。あてにはなりません。あてにはなりません。 

HTMLの「お作法」として基本をおさえておかないと、CSSはさらに難しい

ものになってしまいます。 
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<html> 

HTML で表記するデータであることを示します。 

すべてのホームページはすべてのホームページはすべてのホームページはすべてのホームページは htmlhtmlhtmlhtml 要素として構成されています要素として構成されています要素として構成されています要素として構成されています。 

 

<head> 

HTML データについての基本情報を示します。 

一部を除いて、head 要素のほとんどはブラウザに表示されることはありません。 

head 要素は、必ず html 要素の中に記述されなければいけません。 

 

<body> 

HTML データの本文(ホームページとして表示される部分)を示します 

ブラウザとは、ブラウザとは、ブラウザとは、ブラウザとは、bodybodybodybody 要素を表示するプログラム要素を表示するプログラム要素を表示するプログラム要素を表示するプログラムのことですのことですのことですのことです。 

body 要素も、必ず html 要素の中に記述されなければいけません。 

 

【演習４】 

(1)「my1st.html」というファイルを新規作成します 

  (デスクトップ上で右クリックして「新規ファイル」を作成し、上記の名前に変更します) 

(2)メモ帳またはテキストエディタで開き、<html>、<head>、<body>タグを表記します 

 

 

 

 

 

 

 

(3)ブラウザのホームページ表示スペース上に「my1st.html」をドラッグ＆ドロップします 

(4)ブラウザに何も表示されなければ OK です 

 

 

【演習５】 

あなたの初めてのホームページです。何と表示しましょうか？ 

(1) 演習４でつくった「my1st.html」の<body>要素の開始タグと終了タグの間に、何か

任意の言葉を入力して上書き保存します 

(2) 「my1st.html」のアイコンをマウスの左ボタンでダブルクリックします 

(3) 上記(1)で表記した内容だけが表示されれば OK です 

 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

※Html 要素の中に head 要素と 

body 要素が入っていることに注意 
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<title> 

ホームページのタイトルをブラウザに表示します。必ず<head>要素内に記述して下さい。 

※「お気に入り」に登録した時にもこの要素が使われます 

 

【演習６】 

(1) 演習５でつくった「my1st.html」に、<title>タグを追加します 

    ※終了タグも忘れずに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 「ファイル」-「名前をつけて保存」を選択し、「title.html」というファイル名で 

保存します 

(3) 「title.html」のアイコンをマウスの左ボタンでダブルクリックします 

(4) ブラウザのタイトルバーに「タイトルタグの表示」と表示されていれば OK です 

 

 

 

 

 

 

 

【演習７】 

(1) 演習６でつくった「title.html」をメモ帳で開き直してから、title タグの終了タグを

</tile>というように、わざとミススペルして記述します 

(2) 「ファイル」-「上書き保存」を選択し、「title.html」を上書き保存します 

(3) 「title.html」のアイコンをマウスの左ボタンでダブルクリックします 

(4) ブラウザに真っ白なページが表示されれば OK です 

<html> 

<head> 

<title> 

タイトルの表示 

</title> 

</head> 

<body> 

(あなたが演習５で入力した言葉) 

</body> 

</html> 

title タグは head 要素の中で唯一ブラウザ上に表示されるタグです。 

しかしながら、title タグは記述を間違えるとホームページが表示されな

いことがある（真っ白なページが表示される）ので、注意してください 

この部分を追加 
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<meta /> 

HTML データの補助情報(文字コード指定など)を記述します。<head>タグの開始タグと終了

タグの内側に記述します。空要素なので終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません。 

 

【演習８】 ※先に「(8)meta.html」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(8)meta.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) <meta>タグ内の補助情報(文字コード)を入力して、保存してください 

(3) ブラウザで「(8)meta.html」を表示させて、「meta タグのテストです」と表示され     

ていれば OK です 

 

【演習９】 

(1) 「(8)meta.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 文字コードを別のものに変更します 

(3) 「(9)meta.html」という名前で保存します 

(4) ブラウザで「(9)meta.html」を表示させて、表示がおかしくなっていれば OK です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<!-- --> 

コメントを示す表記です。この記号で囲まれた部分は Web ページとしてブラウザでは表示され

ません。その効果を利用して、作成時の覚書を記述しておいたり、HTML の記述部分を一時

的に表示させないようにして、HTML の表示確認に使われたりします 

 

【演習 10】 ※先に「(10)comment.html」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(10)comment.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「(10)comment.html」の<title>要素をコメント記号で囲んで、保存します 

(3) (1)をブラウザで表示させた際にタイトルバーにタイトルが表示されなければ OK です、 

 

metaタグで記述する情報はさらに色々なものがありますが、HTMLを学

習し始めた段階では難しいものが多いので割愛します。 

HTML や CSS をある程度習得して、SEO(検索エンジン最適化)対策と

いう段階で学んでも遅くはありません 
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<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd /> 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd /> 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN” 

http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd /> 

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” 

http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd /> 

 

↑スペースの都合上で 2 行に分けて記述してますが、本来は 1 行です 

 

それぞれ HTML の文書型宣言を示します。必須ではなく、省略されることも少なくありません 

この文書型宣言の記述だけは例外的に<html><html><html><html>タグよりも先に記述しておきますタグよりも先に記述しておきますタグよりも先に記述しておきますタグよりも先に記述しておきます。 

 

上記の例はどれも「XHTML」という規格についての文書型宣言です。 

「strict」は XHTML の記法に「厳密に従っている」という意味です。 

「loose」は「従来の HTML の記法も含まれている」という意味で、こちらがよく使われています。 

「frameset」は「フレーム機能を使用している」という意味です。最近は積極的に使用されません。 

XHTML 1.01 はすべて「Strict」としてすべて厳密な記法を使用することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【演習 11】 ※先に「(11)sengen.html」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(11)sengen.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「(11)sengen.html」の文書型宣言を変更して、保存します 

(3) 「(11)sengen.html」をブラウザで表示させ、何も表示が変わらなければ OK です 

フレーム表記は複数のWebページを並べて表示できる記法なのですが、

CSS のデザインが難しくなるのと、SEO(検索エンジン最適化)の手法と

競合してしまうため、採用されなくなっています。 

そのため、本講座ではフレーム全般について割愛しています。 
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２．装飾 

 

<h1>、<h2>、<h3>、<h4>、<h5>、<h6> 

見出しの文字の大きさを示します。<h1>を使用すると一番大きく表示され、<h6>を使用する

と一番小さく表示されまます。ホームページの内容にもよりますが、見出しの要素を省略する

ことは適切ではありません。また、<h1>がないのに<h2>や<h3>が記述されるような、見出し

順番を飛ばすのも適切ではありません。 

 

【演習 12】 

(1)「(12)uchu.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)「(12)uchu.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)以下の内容を HTML で表記し、さらに最初の行から大きさが変わるように順番に見出しタ

グを付けて入力し、保存してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

<em>、<strong> 

文中の強調を示します。一般的なブラウザでは<em>は斜体表示、<strong>は太字表示太字表示太字表示太字表示さ

れます。 

 

【演習 13】 

(1)「(13)bunsyo.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)「(13)bunsyo.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)以下の内容を HTML で表記し、さらに<em>と<strong>で好きな場所をそれぞれ 

1 箇所ずつ指定してください 

 

 

 

 

 

銀河系 

太陽系 

地球 

日本 

沖縄 

那覇市 

読みやすい文書は、かなと漢字の割合がほぼ７：３になっていると

いう統計があります。また、１行の文字数は30～40文字におさま

っているそうです。本や雑誌の編集は、こうした点を意識している

のだとか。 
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<br /> 

改行を示します。空要素なので終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません。 

 

【演習 14】 

(1)「(13)bunsyo.html」の文中のどこか適当な場所に改行タグを追加します 

(2)「名前を指定して保存」で「(14)bunsyo.html」というファイル名で保存して下さい 

(3)「(14)bunsyo.html」をブラウザで表示させて正しく改行されているか確認してください 

 

 

 

<sup> 

上付表示を示します。数式などに使われています 

<sub> 

下付表示を示します。化学式などに使われています 

 

【演習 15】 

(1) 「(15)sushiki.html」という名のファイルを新規作成します 

(2) 「(15)sushiki.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3) 以下の文章を HTML で表記してください。<sup>と<sub>を使います 

 

 

 

 

 

 

平方キロメートル... km2 

立法メートル... m3 

 

ビリヤードの玉 15 個を袋に入れ、3 個取り出した場合の組み合

わせは 15C3です。 
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文字参照（エンティティ） 「&xxxx;」 

通常、HTML データ中では特殊な扱いがなされる文字は、別の表記をすることでブラウザ上で

表示できるようになります。 

< ... &lt;    

> ... &gt; 

“ ... &quot; 

& ... &amp； 

□(半角スペース) ... &nbsp; 

※その他にも○C 、○R といった略号や通貨記号もありますが、正しく表示できない PC がある

ため適切ではありません。 

 

<pre> 

整形済みテキストであることを示します。このタグで指定された範囲内は HTML タグが無視さ

れて表示されます。ただし、角括弧や「＆」などの一部の文字は例外なので上記の「文字参

照」を使用して記述する必要があります。 

 

 

【演習 16】 ※先に「(16)source.html」をダウンロードしておいてください 

(1)「(16)source.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます。 

(2)「(16)source.html」を編集し、以下のようにブラウザで表示されるように記述します。

必要に応じて文字参照を使用して記述してください 

 

 

 

 

 

 

【演習 17】 

(1)「(16)source.html」の<body>開始タグの次の行に<pre>開始タグを、 

<body>終了タグの前の行に<pre>終了タグを記述してください 

(2)「(17)source.html」とファイル名を変えて保存してください 

(3)「(16)source.html」と「(17)source.html」をそれぞれブラウザ表示して、 

どのように表示が異なっているか確認してください 

 

「<」&「>」 で HTML タグは構成されます 

半角スペース” ”は通常は読み飛ばされます 

改行するときは<br>タグを記述します 
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<p> 

段落を示します。このタグの開始タグの前に１行、終了タグの後に１行あけられます。 

改行できるからといって改行できるからといって改行できるからといって改行できるからといって<br><br><br><br>タグの代わりに使用することは避けましょう。タグの代わりに使用することは避けましょう。タグの代わりに使用することは避けましょう。タグの代わりに使用することは避けましょう。    

 

【演習 18】 

(1)「(18)ate.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)「(18)ate.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)あなた自身が食べた食事の献立を、昨日と今日で段落を分けて記入してください 

  例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<hr /> 

水平な区切り線を示しています。空要素なので<br><br><br><br>と同じく終了タグはありませんと同じく終了タグはありませんと同じく終了タグはありませんと同じく終了タグはありません。 

 

【演習 19】 

(1)演習 18 で作成した「(18)ate.html」の段落と段落の間（昨日と今日の段落の間）に 

<hr>タグで区切り線を引いてください 

(2)「(19)ate.html」とファイル名を変えて保存してください 

 

[昨日] 

朝食：ごはん、みそ汁、サラダ 

昼食：のり弁当 

夕食： 

 

[今日] 

朝食：サンドイッチ 

昼食：カレー 
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<ul> 

記号付の箇条書きリストを示しています。終了タグが記述されるまでは数文字分だけ左側に

字下げ(インデント)して表示されます。箇条書きの各項目は<li>(後述)で指定します。 

<ol> 

番号付箇条書きリストを示しています。終了タグが記述されるまでは数文字分だけ左側に字

下げ(インデント)して表示されます。箇条書きの各項目は<li>(後述)で指定します。 

<li> 

リストの各項目ひとつひとつを示しています。<ul>タグまたは<ol>タグとセットで使用します。

箇条書きリストの<ul>と組み合わせた場合は行頭に「・(なかぐろ)」が、番号付き箇条書きリ

ストの<ol>と組み合わせた場合はリストの最初から自動的に番号がつきます。 

 

【演習 20】 

(1)「(20)planet.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)「(20)planet.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)太陽系の惑星８つ(※)すべてを記号付の箇条書きで記述してください 

※ 2006 年 8 月に冥王星は「準惑星」と分類され、惑星ではなくなっています 

 

【演習 21】 

(1)「(21)goya.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)「(21)goya.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)ゴーヤーチャンプルーの材料を記号付の箇条書きリストで記述してください 

(4)ゴーヤーチャンプルーの作り方の手順を番号付の箇条書きリストで記述してください 

※ あなたの家庭のやり方で構いません 

 

【演習 22】 

(1)「(22)aisatsu.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)「(22)aisatsu.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)以下の例のように表示されるように、html を使って記述してください 

    例） 

 

 

 

 

 

 

 

1.朝 

○Good morning. 
○Guten Morgen. 

2.昼 

○Good afternoon. 
○Guten Tag. 

3.晩 

○Good evening. 
○Guten Abend. 
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<dl> 

定義リストを示しています。箇条書きリストの要領で、各項目を<dt>要素と<dd>要素で記述

します 

<dt> 

定義用語を示しています。用語の説明部分は<dd>(後述)で指定します。 

<dd> 

定義用語の説明部分を示しています。<dl>タグと<dt>タグとセットで使用します。終了タグ

が記述されるまでは数文字分だけ左側に字下げ(インデント)して表示されます。 

 

   記述例） 

 

 

 

 

 

   表示例） 

 

 

 

 

【演習 23】 ※先に「(23)itamemono.html」をダウンロードしておいてください 

  (1)「(23)itamemono.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2)body 要素内の「沖縄の炒め物の種類」の記述を見出し１に設定してください 

(3)body 要素内の「チャンプルー」の記述から「汁気の多い具材を熱して、出てきた水分で 

  煮たもの」の記述までを定義リストに設定してください 

(4)以下の記述をそれぞれ定義用語に設定します 

  「チャンプルー」 

  「イリチー」 

  「タシヤー」 

  「ンブシー」 

  (5) 以下の記述をそれぞれ定義用語の説明部分に設定します 

  「豆腐を加えた炒めもの」 

  「だしを加えて、水分を飛ばすように炒めたもの」 

  「でんぷん質の材料を炒めたもの」 

  「汁気の多い具材を熱して、出てきた水分で煮たもの」 

<dl> 
<dt>インターネット</dt> 

<dd>コンピュータ間ネットワーク技術</dd> 

<dt>Web</dt> 
<dd>商業用インターネット</dd> 

</dl> 

インターネット 
 コンピュータ間ネットワーク技術 

Web 
 商業用インターネット 
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３．テーブル 

 

<table> 

テーブル(表)データを示します。<table>要素から外れたテーブルデータの記述は指定ど

おりに表示されません。 

<caption> 

テーブルの表題(タイトル)を示します。 

<tr> 

テーブル要素内の行を示します。<tr>要素の外にされた記述は指定どおりに表示されませ

ん。 

<th>、<td> 

テーブル内の各項目を示します。<th>は項目名の見出しとして太字太字太字太字で表示されます。<td>

は通常のデータに使用します。また、テーブル要素内の列を増やしたい場合には、全<tr>要

素(全行)に<th>または<td>を追加して項目の数を揃える必要があります。 

※<tr>、<th>、<td>要素から外れた記述は指定どおりに表示されないので注意してくださ

い。テーブルの一番上や下だったり、各項目がズレてしまったりします 

 

テーブルを作成するには、<table>要素の中にテーブルの表題としての<caption>要素と

行データとしての<tr>要素が入ります。 

さらに、<tr>要素の中には<th>または<td>要素が入ります。 

 

<table> 

<caption>テーブル表題</caption> 

<tr> <td>1-1</td> <td>1-2</td> <td>1-3</td> </tr> 

<tr> <td>2-1</td> <td>2-2</td> <td>2-3</td> </tr> 

<tr> <td>3-1</td> <td>3-2</td> <td>3-3</td> </tr> 

</table> 

 

【演習 24】 

(1) 「(24)table.html」という名のファイルを新規作成します 

(2) 「(24)table.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3) 以下の内容のテーブル要素を作成してください 

ジャンル 

歌謡曲 

ロック 

ジャズ 

曲数 

40 

30 

30 

CD 枚数 

6 

8 

4 

行 の 数 だ け

<tr>要素 

列の数だけ<th>または<td>要素 
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【演習 25】 

「(24)table.html」の表の 1 行目（「ジャンル」、「曲数」、「CD 枚数」）は見出しセルとして 

太字太字太字太字表示にして、「(25)table.html」というファイル名で保存してください 

 

【演習 26】 

「 (25)table.html 」 の 表 に 「 音 楽 デ ー タ 一 覧 」 と い う テ ー ブ ル の 表 題 を 付 け て 、

「(26)table.html」というファイル名に変えて保存してください 

 

【演習 27】 

「(26)table.html」の表の右端に以下の列を追加します。「(27)table.html」というフ

ァイル名に変えて保存してください。 

（「合計金額」という記述は見出しセルとして太字にしてください） 

 

 

 

 

 

 

<table>タグには属性を記述することができます。「属性」というのはタグの補助的な機能を

設定する記述のことです。 

<table border=”数値”> 

「1」以上の数値を指定すると、テーブルと各項目を罫線で囲みます。”0”を指定した場合に

は非表示となります。数値を大きくすればするほどテーブルを囲む枠が太くなります。 

<table width=”数値(またはパーセンテージ)”> 

ブラウザの表示幅を指定します。指定した数値のピクセル幅で表示されます。また「xx%」と指

定するとブラウザの表示幅を１とした割合の表示幅となります。 

 

合計金額合計金額合計金額合計金額    

12780 円 

15268 円 

7000 円 



Web ページ作成演習(基本編) 

19 

原則４原則４原則４原則４    HTML タグの補助機能は属性を記述することで設定される 

 

HTML タグ名の後に、半角のスペースを空けてから属性を記述することで、表示結果を変えるこ

とができます。例えば、書類に「至急」とか「○秘 」というような補助的なスタンプが押されるように、

同じ書式で少しだけ意味合いを変えたい場合に使われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性は「border=”1”」というように、数式のように記述します。 

イコール記号の後はダブルクォーテーション「”」で囲みます。これを「設定値」と言います。 

 

 

(属性名) イコール (設定値) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< table > 

border=”1” 

< table 

= 

border=”1” > 

< table  > 

①タグ名の後に半角スペースを挿入 

 

②半角スペースの後に属性を挿入 

〔属性の間違った記述例〕〔属性の間違った記述例〕〔属性の間違った記述例〕〔属性の間違った記述例〕    

 

<tableborder=”1”> 

<table boder=”1”> 

<table border=”1> 

<table border=1”> 

<table border”=1”> 

<table border”1”> 

<table ”border=1”> 

 

border ”1” 

 

 

…HTML タグ名の後に半角スペースがない 

…属性名がミススペル 

…設定値の後ろのダブルクォーテーションがない 

…設定値の前のダブルクォーテーションがない 

…イコールの前にダブルクォーテーションがある 

…イコールがない 

…属性すべてをダブルクォーテーションで囲んでいる 
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原則５原則５原則５原則５    HTML タグの属性は複数を順不同で記述できる 

 

属性の記述は HTML タグに付属するものなので、いくつも記述できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

属性の記述に順番はありません。 

 

<table border=”1” width=”100%”> 

<table width=”100%” border=”1”> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< table border=”1” >  

 

①属性の後に半角スペースを挿入 

②半角スペースの後に属性を挿入 < table border=”1” >   

width=”100%” 

どちらの記述でも OK 

〔複数の属性の間違った記述例〕〔複数の属性の間違った記述例〕〔複数の属性の間違った記述例〕〔複数の属性の間違った記述例〕    

 

<table border=”1” border=”3”> 

<table border=”1”width=”100%”> 

<table border=”1 width=100%”> 

<table border=”1”><table width=”100%”> 

 

 

 

…同じ属性を複数記述している 

…属性と属性の間に半角スペースがない 

…別の属性まで設定値になっている 

      …タグが別になっている 
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【演習 28】 

「(27)table.html」の表の罫線を表示できるようにして、「(28)table.html」というファ

イル名で保存してください 

 

【演習 29】 

「(28)table.html」の表の表示幅を 400ピクセルにして、「(29)table.html」というファ

イル名で保存してください 

 

【演習 30】 

「 (29)table.html 」 の 表 の 表 示 幅 を ブ ラ ウ ザ の 表 示 幅 の 75% に し て 、

「(30)table.html」というファイル名で保存してください 

 

 

<table cellpadding=”ピクセル数”> 

テーブルの枠とセル内の表示内容の間隔をピクセル数で指定します。指定しない場合はゼロ

が設定されているものとみなされます。 

<table cellspacing=”ピクセル数”> 

テーブルの内枠線（セル同士の余白）の太さを設定します。ゼロを指定した場合、枠線が浮き

出たような表示が抑えられます 

 

【演習 31】 

「(28)table.html」の表のセル内の間隔を 10ピクセルにして「(31)table.html」という

ファイル名で保存してください 

 

【演習 32】 

「(28)table.html」の表の内枠線を 10 ピクセルにして、「(32)table.html」というファ

イル名で保存してください 
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セルの水平位置、垂直位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<tr>タグには次の属性が指定できます。 

<tr align=”水平位置”> 

行内のデータ全ての水平位置を指定します。「right」で右、「center」で中央、「left」で

左にデータが配置されます。 

<tr valign=”垂直位置”> 

行内のデータ全ての垂直位置を指定します。「top」で上、「middle」で中央、「bottom」で

下にデータが配置されます。 

 

【演習 33】 ※先に「(33)arunashi.html」をダウンロードしておいてください 

(1)「(33)arunashi.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2)１行目の見出しセルだけ垂直方向の下側に配置してください 

 

<th>タグ、<td>タグには次の属性が指定できます。 

<th align=”水平位置”>、<td align=”水平位置”> 

水平位置を項目ごとに項目ごとに項目ごとに項目ごとに指定します。「right」で右、「center」で中央、「left」で左にデータ

が配置されます。 

<th valign=”垂直位置”>、<td valign=”垂直位置”> 

垂直位置を項目ごとに項目ごとに項目ごとに項目ごとに指定します。「top」で上、「middle」で中央、「bottom」で下にデータ

が配置されます。 

 

【演習 34】 

「(33)arunashi.html」のデータセルだけ次の項目について変更します 

(1)「チェック№」の列だけ列だけ列だけ列だけを水平方向に「中央」に配置してください 

(2)「(34)arunashi.html」というファイル名で保存してください 

 

 

top 

middle 

bottom 

left right center 
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セルの結合 

 

② <th colspan=”結合するセル総数”>、<td colspan=”結合するセル総数”> 

セルを横方向に結合する場合は colspan 属性を使用します。設定値には結合する

セルの総数を数値のみで指定します。結合するには２つ以上のセルが必要なので、

必ず 2以上の数値を指定します。 

また、結合するセルは左側が基準となり、結合される方の右隣のセルは不要となり

ます。 

よって、右隣のセルの<th>または<td>要素は削除する必要があります。 

 

  (例) 

  

  

 

 

1行目は「<td colspan=”2”></td>」「<td></td>」という記述になります 

2行目は「<td></td>」「<td colspan=”2”></td>」という記述になります 

3行目は「<td colspan=”3”></td>」という記述になります 

 

1行あたりのセル数は、これまで「<th>または<td>要素の数」としてきましたが、

セル結合されている場合は「colspan の総数＋結合されてない<th>または<td>

要素の数」ということになります。 

 

 

【演習 35】※先に「(35)yoko.html」をダウンロードしておいてください 

(1)「(35)yoko.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2)1行目の左端のセルを横方向に２つ連結してください 

(3)2行目の左から２番目のセルを横方向に２つ連結してください 

(4)3行目の左端のセルを横方向に３つ連結してください 

(5)4行目の左端のセルと３番目のセルをそれぞれ横方向に２つ連結してください 

(6)5行目の左端のセルを横方向に４つ連結してください 

 

※(2)～(6)の作業をすべて行うと、セルがすべて「☆」になります 
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③ <th rowspan=”結合するセル総数”>、<td rowspan=”結合するセル総数”> 

セルを縦方向に結合する場合は rowspan 属性を使用します。設定値には結合する

セルの総数を数値のみで指定します。結合するには２つ以上のセルが必要なので、

必ず 2以上の数値を指定します。 

また、結合するセルは上側が基準となり、結合される方の下側のセルは不要となり

ます。 

よって、下側のセルの<th>または<td>要素は削除する必要があります。 

 

  (例) 

   

 

 

 

１列目は「<td rowspan=”2”></td>」と「<td></td>」という記述になります 

２列目は「<td></td>」と「<td rowspan=”2”></td>」という記述になります 

３列目は「<td rowspan=”3”></td>」という記述になります 

 

しかし、テーブルは行単位で記述するため、以下のようになります。 

<tr><td rowspan=”2”></td><td></td><td rowspan=”3”></td></tr> 

<tr><td rowspan=”2”></td></tr> 

<tr><td></td></tr> 

 

※縦方向の結合を行うと、<tr>要素内の<td>要素の数が合わなくなります 

 

【演習 36】※先に「(36)tate.html」をダウンロードしておいてください 

(1)「(36)tate.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2)1列目の上端のセルを縦方向に２つ連結してください 

(3)2列目の上から２番目のセルを縦方向に２つ連結してください 

(4)3列目の上端のセルを縦方向に３つ連結してください 

(5)4列目の上端のセルと３番目のセルをそれぞれ縦方向に２つ連結してください 

(6)5列目の上端のセルを縦方向に４つ連結してください 

 

※(2)～(6)の作業をすべて行うと、セルがすべて「■」になります 
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【演習 37】※上記の図を参考にしてください 

(1)「(37)schedule.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)作成した「(37)schedule.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)3行 8列構成のテーブルを作成してください（テーブルタイトルは不要です） 

(4)テーブルの枠線は「1」、幅は「100%」と設定してください 

(5)1行目はすべて見出しセル、2行目と 3行目はデータセルに設定してください 

(6)2行目の 2列目から 4列目までの 3つのセルを水平方向に結合してください 

(7)2行目の 5列目から 7列目までの 3つのセルを水平方向に結合してください 

(8)3行目の 2列目から 4列目までの 3つのセルを水平方向に結合してください 

(9)3行目の 5列目から 7列目までの 3つのセルを水平方向に結合してください 

(10)2行目の 8列目と 3行目の 8列目の 2つのセルを垂直方向に結合してください 

(11)2行目の 1列目と 3行目の 1列目のセル内の文字を水平方向、垂直方向ともに 

「中央」に設定してください 

(12)上記(6)～(9)のセル内の文字を水平方向に「左」、垂直方向に「上」に 

設定してください 

 

 

 

 

 

 

テーブル関連のタグは複雑ですが、決して難しいものではありません。 

タグが入れ子になっていること、行と列の位置を把握できるようにしましょう。 

字下げ（インデント）を使うことで、見やすさの工夫をすることも大切です。 

あとは、自分で色々な「テーブル」を試しにつくってみればいいのです 

・住所録 

・時間割 

・カレンダー 

・番組表 

・予定表 

・本のリスト 

・献立表 

・レシピ 

 

 

 

※もっともっとあります… 
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４．リンク／外部ファイルの利用 

 

<a> 

ファイルのリンクを示します。<a>要素をブラウザで表示するとクリックできるようになります。 

<a href=”リンク先”> 

リンク先にはファイル名のみ指定するかホームページアドレスのようにファイルのある場所ま

で全て指定することができます。href 属性を指定しないと、クリックしてもリンク先が正しく表

示されません。 

 

<a href=”リンク先”>クリックできる部分</a>クリックできない部分 

 

 

 

 

【演習 38】 ※先に「(38)link.exe」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(38)link.exe」を左ダブルクリックして、ファイルを展開します 

(2) 「(38-43)link」フォルダを開いてください 

(3) 「(38)link.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(4) 「(38)link.html」内の<body>要素にある「ここをクリックします」という記述を以下

の記述のように変更してください 

 

 

 

 

(5) 「(38)link.html」をブラウザで表示させて、下線の引かれている「ここ」の記述を左

クリックして、リンク先が表示されるのを確認してください 

 

 

 

 

 

 

<a href=”linksaki.html”>ここ</a>をクリックします 

 

ここをクリックします 

この部分がリンクです 
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リンク先の記述にフォルダ名を記述することで、別フォルダ内のファイルもリンクすることがで

きます。フォルダ名やファイル名との間は半角のスラッシュ(“/”)で区切ります。 

 

<a href=”フォルダ名/ファイル名”>リンク</a> 

 

 

 

必ずしもフォルダ名は１つだけとは限らず、何階層も指定できます。しかしながら、そんなにた

くさん指定するのは現実的ではありません 

 

<a href=”フォルダ名/フォルダ名/フォルダ名/フォルダ名/ファイル名”>リンク</a> 

 

 

 

 

【演習 39】 

(1) 「(39)link2.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「(39)link2.html」内の<body>要素にある「ここをクリックします」という記述を以

下の記述のように変更してください 

 

 

 

 

(3) 「(39)link2.html」をブラウザで表示させて、下線の引かれている「ここ」の記述を

左クリックして、リンク先が表示されるのを確認してください 

 

 

 

 

 

 

<a href=”data/linksaki.html”>ここ</a>をクリックします 

フォルダ名も含めたリンク先 

ダメというわけではありませんが、フォルダ名が

長くならない工夫が必要です 

 

ここをクリックします 
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リンク先に Web 上のファイルを指定することもできます。また、.html ファイルに限らず別の

形式のファイルもリンクさせることができます。 

 

【演習 40】 

(1) 「(40)seecat.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「(40)seecat.html」内の<body>要素にある「ネコが表示されます」という記述を

以下の記述のように変更してください 

 

 

 

 

(3) 「(40)seecat.html」をブラウザで表示させて、下線の引かれている「ネコ」の記述

を左クリックして、リンク先が表示されるのを確認してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<a>タグでメールアドレスへのリンクを指定することができます。 

<a href=”mailto:メールアドレス”> 

通常の PCでは、このリンクをクリックした際にメールの新規作成画面が表示されるように設定

されています。ただし、近年は迷惑メール対策のためにメールアドレスのリンクを直接記述す

ることは少なくなっています 

 

 

 

<a href=”http://naha-webc.com/cat.jpg”>ネコ</a>が表示されます 

 

ネコが表示されます 

例題で Web 上のファイルにリンクできることを学びましたが、自分でホームページを作

成する際に、他の Web サイトの画像にリンクして自分の画像のような扱いで表示するこ

とはしないでください。これは「直リンク行為」と呼ばれる迷惑行為となります。 
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【演習 41】 

(1) 「(41)mail.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「(41)mail.html」内の<body>要素にある「講師連絡先」という記述を以下の記述

のように変更してください 

 

 

 

 

(3) 「(41)mail.html」をブラウザで表示して、リンクをクリックした場合新規メール作成

画面が表示されるかどうか確認してください 

 

※メール作成画面ではなく、メールソフトの設定画面が表示される場合もあります 

 

 

 

<a>タグでリンク先の頭出しをすることができます。 

<a name=”マーカー名”> 

ファイル内の特定の場所を設定します。name 属性で指定された<a>要素は「マーカー」と呼

ばれ、下線が引かれずクリックもできません。また、マーカー名は同じファイル内に重複して設

定できません 

<a href=”#マーカー名”> 

リンクで「#」を指定したリンクをクリックすると、対応するマーカーの記述を先頭に表示します。 

 

※同じファイル内にマーカーを使ってリンクをすることを「内部リンク」と呼びます 

 

【演習 42】 

(1) 「(42)jiten.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「(42)jiten.html」内の<body>要素の最初の 4 行を以下のように変更して下さい 

 

 

 

 

 

(3) 「(42)jiten.html」をブラウザで表示して、変更した記述のリンクをクリックして、ど

のように頭出し表示されるか確認してください 

 

 

<a href=”mailto:info.tact.inc@gmail.com”>講師連絡先</a> 

<h1><a name=”top”>簡易辞書</a></h1> 

<a href=”#a”>A</a><br> 

<a href=”#b”>B</a><br> 

<a href=”#c”>C</a><br> 
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<a href=”ファイル名#マーカー名”> 

リンク先が別のファイルの場合はマーカーの前にファイル名を記述します 

 

 

【演習 43】 

(1)「(43)jiten2.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2)「(43)jiten2.html」に「(42)jiten.html」内のマーカー「a」「b」「c」へのリンクを 

それぞれ記述して下さい 

 

 

 

 

 

 

(3)「(43)jiten2.html」をブラウザで表示し、リンクをクリックしてどのように表示されるか

確認してください 

 

 

<img> 

画像ファイルの表示をします。終了タグはありません。 

<img src=”ファイル名” /> 

<img>タグは必ず src 属性で表示する画像ファイル名を指定します。 

<img src=”ファイル名” alt=”代替テキスト” /> 

さらに alt 属性で画像についての簡易説明を記述します。全角文字が記述できます。全角文字が記述できます。全角文字が記述できます。全角文字が記述できます。これは

画像を表示しないブラウザへの補助情報や視覚障がい者への配慮として必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

これまで「HTML タグに全角文字は使わない」としてきましたが、alt 属性は例外です。 

すべての属性に全角文字を使えるわけではないので注意してください。 

<h1>簡易辞書</h1> 

<a href=”(42)jiten.html#a”>A</a><br> 

<a href=”(42)jiten.html#b”>B</a><br> 

<a href=”(42)jiten.html#c”>C</a><br> 
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【演習 44】 ※先に「(44)bar.exe」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(44)bar.exe」を左ダブルクリックして、ファイルを展開します 

(2) 「(44)bar」フォルダを開いてください 

(3) 「(44)bar.html」をメモ帳またはテキストエディタで開き、以下の記述を追加します 

(4) ブラウザで表示して、画像が表示されることを確認してください 

 

 

 

 

 

※これはリンクではなくホームページ内に画像を表示しています 

 

 

<img width=”ピクセル数またはパーセンテージ” /> 

画像ファイルの表示幅を指定します。数値のみの場合はピクセル数としてそのピクセル幅で、

パーセント記号がついた場合はブラウザの表示を１とした割合から表示幅が設定されます。

元の画像ファイルのピクセル数と異なる場合は、指定された表示幅に縮小または拡大されて

表示されます。 

<img height=”ピクセル数またはパーセンテージ” /> 

画像ファイルの表示高を指定します。数値のみの場合はピクセル数としてそのピクセル高で、

パーセント記号がついた場合はブラウザの表示を１とした割合から表示高が設定されます。

元の画像ファイルのピクセル数と異なる場合は、指定された表示高に縮小または拡大されて

表示されます。 

※height はブラウザによってうまく表示されない場合や、表示幅だけ設定した場合でも 

自動的に設定される場合があるので注意してください。 

 

【演習 45】 

(1) 「(44)bar.html」の画像の横幅を半分に表示させるように記述します 

 

 

 

 

 

(2) 「(45)bar.html」というファイル名で保存して下さい 

 

 

<img src=”bar.jpg” alt=”バー” /><br> 

 

 

<img src=”bar.jpg” alt=”バー” width=”320” /><br> 
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画像ファイル名を指定する際、フォルダ名を記述することで、別フォルダ内の画像ファイルも

表示させることができます。フォルダ名やファイル名との間は半角のスラッシュ(“/”)で区切

ります。 

リンクと同様に、フォルダ名は何階層も指定できます。しかしながら、たくさん指定するのは現

実的ではありません 

 

<img src=”フォルダ名/画像ファイル名” /> 

 

 

 

 

【演習 46】 ※先に「(46)yamabuki.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「(46)yamabuki.exe」を左ダブルクリックして、ファイルを展開します 

(2)「(46)yamabuki」フォルダを開いてください 

(3)「(46)yamabuki.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(4)「(46)yamabuki.html」の<body>要素内に以下の記述を追加します 

 

 

 

 

 

(5)「(46)yamabuki.html」をブラウザで表示して下さい 

 

 

 

画像の大きさを指定するときに注意して欲しいのは画像のきめの細かさ（=解像度）です。 

 

解像度の高い画像はピクセル数が大きくなりますが、width 属性で幅を調整することでブラ

ウザの表示幅内に収めることができますが、表示に時間がかかってしまいます。 

解像度の低い画像はピクセル数が小さく、表示時間も短いのですが width 属性でピクセル

数以上の幅に調整するときめの粗い、ぼやけた画像になってしまいます。 

 

そこで、画像の素材は大きめの画像を画像加工ソフトで表示幅と同じピクセル数に縮小して

使うようにすれば、表示時間も長くかからず、きめの細かい画像を表示することができます。 

 

フォルダ名も含めたリンク先（フォルダ名は複数指定可能） 

 

<img src=”yamabuki/okasi.jpg” alt=”おぬしも悪よのお” /><br> 
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【演習 47】 ※先に「(47)sora.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「(47)sora.exe」を左ダブルクリックして、ファイルを展開します 

(2)「(47)sora」フォルダを開いてください 

(3)「(47)sora.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(4)「sora(small).jpg」を幅 160 ピクセル、高さ 120 ピクセルの大きさで表示させて 

ください 

(5)「sora(large).jpg」を幅 160 ピクセル、高さ 120 ピクセルの大きさで表示させて 

ください 

(6)改行タグを追加してください 

(7)「sora(small).jpg」を幅 1600 ピクセル、高さ 1200 ピクセルの大きさで表示させて 

ください 

(8)「sora(large).jpg」を幅 1600 ピクセル、高さ 1200 ピクセルの大きさで表示させて 

ください 

(9)「(47)sora.html」をブラウザで表示して下さい。小さく表示させた場合の画像と 

  大きく表示させた場合の画像の違いを確認して下さい 

 

 

 

<object>タグと<param>タグ 

 

<object>タグは Webページ上に文字や画像以外を使用させるタグです。音声や映像や

Java アプレットや Active-X コントロールといったデータを取り扱います。OS やブ

ラウザ、そのバージョンによって動作や記述の仕方が変わるので注意してください。 

 

<object data=”データファイル名または URL”> 

表示するデータファイル名またはファイルがある URLを指定します。 

 

<object type=”MIMEタイプ”> 

使用するデータのタイプを記述します。記述内容はデータの種類によって決められてい

ます。 

・ audio/mpeg 

・ application/x-shockwave-flash 

・ application/pdf 

・ video/quicktime 

※たくさんあります 
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<object width=”数値またはパーセンテージ”> 

表示幅を指定します。数値だけを指定した場合はピクセル単位で幅が設定されます。 

 

<object height=” 数値またはパーセンテージ”> 

表示高を指定します。数値だけを指定した場合はピクセル単位で高さが設定されます。 

 

 

<param>タグは<object>タグに追加する情報を与えます。<object>タグの情報を補

うために記述されます。空要素なので終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません。 

ほとんどの場合、<param>タグには name属性と value属性が指定されます。 

 

<param name=”追加情報名” /> 

追加情報の名前を記述します。必ず指定します。 

 

<param value=”設定値” /> 

追加情報の値を記述します。 

 

 

<param>タグは<object>タグの開始タグと終了タグの間に記述します。 

また、その後にデータファイルが使用できない場合に代わりに表示するテキストを記述

することができます。 

 

（記述例） 

<object data=”jazz.mid” type=”audio/midi”> 

<param name=”src” value=”jazz.mid” /> 

<param name=”loop” value=”off” /> 

MIDIファイル演奏がサポートされていません 

</object> 
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【演習 48】 ※先に「(48)flash.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「(48)flash.exe」を左ダブルクリックして、ファイルを展開します 

(2)「(48)flash」フォルダを開いてください 

(3)「(48)flash.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(4)body要素内の記述「画面中の…」から「…選択してください」の前後に<object>

タグを配置してください 

(5)<object>タグに以下の設定をしてください 

  Flashファイルは data属性、MIMEタイプは type属性で設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

Flashファイル 「movies」フォルダ内の”movie.swf” 

MIMEタイプ application/x-shockwave-flash 

オブジェクトの幅 480 

オブジェクトの高さ 312 

(6)<param>タグを追加して、以下の設定をしてください 

  Flashファイルのパラメータの名前は「src」を使用します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

Flashファイル 「movies」フォルダ内の”movie.swf” 
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５．フォーム 

 

フォーム設置は、Web サービスとしてのホームページ作成の第一歩です。 

表示されたフォームに入力されたデータは、サーバ上のプログラムに渡されます。そして処理

結果はブラウザに渡され、表示されます。 

 

<form> 

<form>タグは入力フォームを示します。後述するフォーム用タグは全て form要素の中に記

述されていなければ正しく動作しません。 

 

<form action=”実行プログラム名”> 

<form>タグ内の action 属性で実行プログラム名を指定します。 

 

<form action=”実行プログラム名” method=”POST”> 

method 属性でサーバへのデータ送信形式を指定します。GET または POSTが使われます。 

 

 

<input> 

フォーム内の入力項目を示します。入力する内容によって属性を指定することで入力タイプを

切り替えることができます。空要素なので終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません終了タグはありません 

 

<input name=”項目名” /> 

フォームから実行されるプログラムへ渡す際の入力項目名を設定します 

 

<input type=”text” /> 

通常のテキスト入力欄の表示を設定します 

 

<input type=”password” /> 

入力した文字が”●”で隠されるテキスト入力欄の表示を設定します 

 

<input type=”submit” /> 

ボタンが表示されます。このボタンを押すことでフォーム上のすべての入力値が<form>タグ

の action 属性で指定されたプログラムに渡されます。 
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【演習 49】 ※先に「(49)form.exe」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(49)form.exe」を左ダブルクリックして、ファイルを展開します 

(2) 「(49-54)form」フォルダを開いてください 

(3) 「(49)form.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(4) フォームを記述します 

属性 設定値 

実行プログラム 「dummy.cgi」 

データ送信形式 POST 

(5) フォーム内に「ユーザ名」、「パスワード」という項目名を入力します 

(6) 「ユーザ名」の入力項目は通常のテキスト入力項目に設定してください 

(7) 上記(6)の入力項目の後は改行してください 

(8) 「パスワード」の入力項目は入力すると文字を「●」と表示するタイプの入力項目に設

定してください 

(9) 上記(7)の入力項目の後は改行してください 

(10) 上記(6)(8)の項目の下にボタンを追加します 

 

【作成イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

※プログラム「dummy.cgi」は架空のプログラムなのでボタンを押しても動作しません 



Web ページ作成演習(基本編) 

38 

<input type=”checkbox” /> 

on/off を入力するチェックボックスを設定します 

 

<input type=”checkbox” checked /> 

チェックボックスを設定している場合、「checked」という属性を記述すると最初からチェックさ

れて(on になって)表示されます 

 

 

 

 

 

【演習 50】 

(1) 「(50)check.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「パスワードを保存する」という記述の左端にチェックボックスを設定します 

(3) チェックボックスの初期値は最初からチェックされている設定にしてください 

 

 

<input type=”radio” /> 

複数項目からひとつだけを選択するラジオボタンを設定します。ラジオボタンを使用する場合

は他の属性との組み合わせが必須となります 

 

<input type=”radio” name=”項目名” /> 

name 属性で、ラジオボタンを構成するグループを設定します 

ラジオボタンは複数でひとつの入力項目となるため、name 属性の値を共通にする必要が 

あります 

 

<input type=”radio” name=”項目名” value=”選択値” /> 

value 属性で、プログラム実行時に使用する値を設定します 

ラジオボタンは複数でひとつの入力項目となるため、value 属性の値はそれぞれ異なる 

値に設定する必要があります 

 

<input type=”radio” name=”項目名” value=”選択値” checked /> 

checked 属性を追加すると、その項目が最初から選択されて(on になって)表示されます 

 

<input type=”reset” /> 

フォーム上の全ての項目を元に戻す(初期表示にする)機能をもったボタンを表示します 

checked 属性は設定値がないとても特殊な属性です 
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【演習 51】 

(1) 「(51)radio.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 「男性」「女性」「不明」それぞれの項目ををひとまとめにしたラジオボタンを設定します 

「男性」ラジオボタン 

属性 設定値 

項目名 seibetsu 

設定値 otoko 

「女性」ラジオボタン 

属性 設定値 

項目名 seibetsu 

設定値 onna 

   「不明」ラジオボタン 

属性 設定値 

項目名 seibetsu 

設定値 fumei 

(3) 設定したラジオボタンのうち、男性の項目を最初から選択されている設定にして下さい 

(4) 初期表示に戻すボタンを、すでに設定しているボタンの右横に並べて表示して下さい 

【作成イメージ】 

 

 

 

 

 

 

<input type=”image” src=”画像ファイル名” /> 

ボタンを画像で表示します。使用する画像ファイルは src 属性で設定します 

 

<input type=”button” /> 

その他のボタンを設定します。使用するプログラム内容により、type 属性で submit と設定

したくない場合に使用します 

 

<input type=”button” value=”ボタンの表示名” /> 

ボタン上に表示する文字を value 属性で設定することができます。type 属性で submit と

設定した場合でも同じはたらきをします 
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【演習 52】 

(1) 「(52)button.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 画像を使ったボタンを設定します 

属性 設定値 

入力のタイプ 画像 

画像ファイル 「images」フォルダ内の「button.png」 

(3) 通常のボタンを設定します 

属性 設定値 

入力のタイプ submit 

ボタンの表示 通常 

(4) その他のボタンを設定します 

属性 設定値 

入力のタイプ button 

ボタンの表示 その他 

(5) 初期化ボタンを設定します 

属性 設定値 

入力のタイプ reset 

ボタンの表示 初期化 

 

 

【作成イメージ】 
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<select name=”入力項目名”> 

フォーム内で選択項目リストを示します。開始タグと終了タグで囲んだ範囲内に<option>タ

グ(後述)を記述してリストを構成します 

 

<option value=”選択値”> 

<select>タグ内で選択されるそれぞれの選択値を設定します。value 属性で設定された

値が実行プログラムに渡されます。開始タグと終了タグで囲んだ範囲内がリスト内に表示され

ます 

 

<option value=”選択値” selected> 

選択項目リストの選択値の中で、「selected」という属性を記述すると最初から選択されて

表示されます 

 

 

 

 

 

【演習 53】 

(1) 「(53)select.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 選択項目リストを設定します 

属性 設定値 

項目名 seibetsu 

(3) 各選択項目を設定します 

表示部分 設定値 

男性 otoko 

女性 onna 

不明 fumei 

(4) 選択項目のうち、「不明」の項目を最初から選択されている設定にして下さい 

 

【作成イメージ】  

 

 

 

 

selected 属性は設定値がないとても特殊な属性です 
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<textarea name=”入力項目名” cols=”入力欄の桁数” rows=”入力欄の行数”> 

<input type=”text”>タグと違って、複数行の入力が可能です。また、開始タグと終了タ

グの間に記述した内容が初期値として設定されます。 

 

【演習 54】 

(1) 「(54)textarea.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2) 複数行テキスト入力項目を設定します 

(3) 入力桁数は 40 桁に設定してください 

(4) 入力行数は 3 行に設定してください 

(5) コメント入力欄の初期値を「ご自由に記入してください」と設定してください 

 

【作成イメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他にも、以下のような入力項目があります 

 

 <input type=”file” /> 

ブラウザからファイルを指定してサーバへアップロードする入力欄の表示を設定します。アッ

プロードしたファイルの処理についてはサーバ側のプログラムが対応している必要があります 

 

<input type=”hidden” /> 

非表示項目(隠し項目)を設定します。使用するプログラムにより、項目としては必要でもブラ

ウザ上では表示する必要がない項目として利用します 
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テキスト入力項目には、さらに以下のような属性があります 

 

 <input type=”text” size=”数値” /> 

テキスト入力項目で、表示桁を設定します。指定した数字の文字数の幅だけ入力項目の大き

さが確保されます。 

 

 <input type=”text” maxlength=”数値” /> 

テキスト入力項目で入力できる最大の数字を設定します。指定した数字より多く入力された文

字は読み捨てられます。 

 

<input tabindex=”数値” /> 

フォーム上で tab キーを押した場合の、入力項目の移動する順番(タブインデックス)を設定

します。数字が小さいほうから大きいほうへの順番で入力項目の遷移を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<input>タグはいろいろな設定ができます。その中でも type 属性は重要です。 

type 属性の指定を間違えると、「type=”text”」を指定したものとしてブラウザは

処理します。 

設定した覚えのないテキスト入力項目が表示されたら、type 属性を確認してください 
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【演習 55】 

(1)「(55)enquate.html」という名のファイルを新規作成します 

(2)「(55)enquate.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(3)タイトルを「受付フォーム」と設定 

(4)「ご応募及びアンケート受付」を見出し１に設定 

(5)8 行 2 列の表を作成します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

枠線 3 

幅 640 ピクセル 

内容と枠線の間隔 5 

(6)7 行目 1 列目のセルを横方向に２つ連結します 

(7)3 行目 1 列目のセルを縦方向に２つ連結します 

(8)作成イメージ(後述)の画像を参考にしながら、文字を配置します 

(9)上記の表をフォームに設定します 

(10)1 列目の「氏名」「E メール」「住所」「アンケート」「ご希望の景品」「その他」のセルを 

  見出しセルに設定し、以下の属性を設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

水平方向位置 左揃え 

垂直方向位置 上 

(11)「氏名」の入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 name 

機能 テキストボックス 

幅 30 

(12)「E メール」の入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 mail 

機能 テキストボックス 

幅 30 

(13)「住所」の 1 行目の入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設設設設定値定値定値定値    

フィールド名 addr1 

機能 テキストボックス 

幅 50 
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(14)「住所」の 2 行目の入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 addr2 

機能 テキストボックス 

幅 50 

(15)「アンケート」の１つめの入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 kotae 

機能 ラジオボタン 

値 1 

初期値 チェックする 

(16)「アンケート」の 2 つめの入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 kotae 

機能 ラジオボタン 

値 2 

(17)「アンケート」の 3 つめの入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 kotae 

機能 ラジオボタン 

値 3 

(18)「アンケート」の 4 つめの入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 kotae 

機能 ラジオボタン 

値 4 

(19)「ご希望の景品」の選択リストを以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

リスト名 keihin 

(20)「ご希望の景品」の 1 つ目の選択項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

値 1 

表示部分 大画面テレビ 
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(21)「ご希望の景品」の２つ目の選択項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

値 2 

表示部分 電動アシスト付き自転車 

(22)「ご希望の景品」の３つ目の選択項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

値 3 

表示部分 DVD/HDD レコーダ 

(23)「メールマガジンに登録する」の記述の前に以下の入力項目を設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 maga 

機能 チェックボックス 

初期値 チェックする 

(24)「その他」の入力項目は以下のように設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 etc 

機能 テキストボックスフィールド 

フィールドの高さ 4 

フィールドの幅 30 

初期値 ご意見・ご感想をどうぞ 

(25)テーブルの枠外に以下のボタンを設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 oubo 

機能 送信ボタン 

ボタン名 応募する 

(26)テーブルの枠外に以下のボタンを設定します 

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値    

フィールド名 clear 

機能 リセットボタン 

ボタン名 リセット 

(27)画面内で、必要に応じて段落でない改行を挿入してください 
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【作成イメージ】 
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６．CSS の基礎 

 

CSS とは Cascade Style Sheets の略です。 

HTML でホームページをデザインすると汎用性やメンテナンス性に乏しくなってしまうため、ホ

ームページの「見栄え」をを設定するために考案されました。 

 

<style> 

スタイルシートを設定範囲を示します。終了タグまで指定した範囲内にスタイルシートの記述

をしていきます。<head>タグの範囲内に記述します。 

 

 

 

 

 

 

 

コメント記号も使われているのは、スタイルシートに対応していないブラウザへの配慮です。コ

メント記号を記述しておかないと、スタイルシートの記述がそのままブラウザに表示されてしま

います。 

<style> 

body { 

    background: limegreen; 

}   

</style> 

 

スタイルシートの記述の基本ルールは以下の通りです。 

 

セレクタセレクタセレクタセレクタ    {{{{    

プロパティプロパティプロパティプロパティ::::    設定値設定値設定値設定値;;;;    

    }}}}    

 

・ 「セレクタ」とはデザインを加える部分を指定する部分です 

・ 「プロパティ」はデザインの種類を指定する部分です。語尾にコロン「：」をつけます 

・ 「設定値」はプロパティの値を指定する部分です。語尾にセミコロン「；」をつけます 

 

ちょうど HTML タグと属性、属性の設定値の関係に似ているといえます。 

<style type=”text/css”> 

<!-- 

(この間に記述する) 

--> 

</style> 

古い規格のブラウザでは 

この部分がそのまま表示されてしまう 

可能性がある 
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プロパティは複数指定することができます。 

その際は下記のように記述することで、記述ミスを回避したりメンテナンスしやすくします。 

 

セレクタ { 

  プロパティ１： 設定値； 

  プロパティ２： 設定値； 

  プロパティ３： 設定値； 

} 

 

こうしてプロパティだけをインデント(字下げ)をすることで、どのセレクタにはどのプロパティが

設定しているのかわかります。 

また、閉じかぎかっこ } をセレクタと同じ桁にすることで、このセレクタの指定している範囲が

一目でわかります。 

プログラムでもよく使われている記述方法なので、今のうちに慣れておきましょう。 

 

<link> 

スタイルシートだけを記述したファイルを読み出す際に使います。<head>タグの指定範囲内

に記述することで、HTML ファイルが読み込まれる前にあらかじめ読み込んでおきたい別のフ

ァイルを指定する時に使います。空要素なので終了タグはありません。終了タグはありません。終了タグはありません。終了タグはありません。 

※<link>タグはスタイルシートだけでなくプログラムやファビコン（ホームページ用アイコン）

にも使われます。 

 

以下の２つは、<body>タグの範囲内(ホームページ本文)にて使います 

 

<div> 

終了タグまで指定した範囲を「行単位でスタイルシートを適用する範囲」として示します。本来

はセンタリング・右寄せ・左寄せを行うためのタグでしたが、現在は主にスタイルシートと組み

合わせるためのタグとして使用されています。開始タグの前と終了タグの後それぞれで自動

改行されます 

 

<span> 

終了タグまで指定した範囲を「文字単位でスタイルシートを適用する範囲」として示します。

<div>タグよりも狭い範囲で指定する場合に使います。スタイルシートと組み合わせて使う以

外の用途は特に決まっていません。 
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① テキスト装飾 

color:color:color:color:    

文字に色をつけます。 

 

色の指定の方法は３つあります。 

 

・キーワードによる指定 

 色の名前がキーワードとして HTML に定義されています。 

 そのキーワードを指定します。(参考 URL: http://www.colordic.org/ ) 

  

 p { 

 color: red;  …HTML 文書内の<p>タグ指定範囲内の文字色を赤くします 

 } 

 h1 { 

  color: blue;  …HTML 文書内の<h1>タグ指定範囲内の文字色を青くします 

 } 

  

・16 進数コードによる指定 

 細かな色合いを出したい場合に使います。 

 光の三原色(赤、緑、青)のそれぞれの強さを 16 進数で示したコードで指定します。 

 #の後に 16 進数で 2 桁ずつ赤、緑、青の順で指定します。 

 

 p { 

color: #ff0000;  …HTML 文書内の<p>タグ指定範囲内の文字を赤くします 

} 

 h1 { 

 color: #0000ff; …HTML 文書内の<h1>タグ指定範囲内の文字を青くします 

} 

  

 

 【16 進数とは】 

コンピュータでより多くの数字を扱えるように、16 で 1 桁繰り上がる記述方法です。 

0 から 9 までは算用数字、10 以上は a～f の文字で記述します。 

 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,10,11,12,13... 
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・10 進数コードによる指定 

 光の三原色(赤、緑、青)のそれぞれの強さを 10 進数で示したコードで指定します。 

 コードで指定できる数は 0～255 の間です。 

 

 p { 

 color: rgb(255,0,0); …HTML 文書内の<p>タグ範囲内の文字を赤くします 

} 

 h1 { 

color: rgb(0,0,255); …HTML 文書内の<h1>タグ範囲内の文字を青くします 

} 

 

【演習 101】 ※先に「(101)colors.exe」をダウンロードしておいてください 

「(101)colors.html」の見出しの色を赤に変えて下さい 

 

【演習 102】 

「(102)colors.html」の番号付リスト表示部分だけを「darkgreen」に変えて下さい 

 

 

セレクタに使えるのは必ずしも HTML のタグとは限らず、任意の名前の「クラス」を使うこと

ができます。その場合クラス名の前に「．(ドット)」をつけて定義します。 

 

.murasaki { 

 color: purple; 

} 

 

その際、本文中ではタグの中に「class」属性を指定します。 

 

<p class=”murasaki”> 

ここの文字は紫色で表示されています．．． 

</p> 

 

class として個別に定義できるようになっているわけは、同じ設定を使い回せるようにする

ためです。面倒なようでいて効率化のために規格されているのです。 
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【演習 103】 

「(103)colors.html」の見出しの色を赤からオレンジ色に変えます 

（必ずクラスを使って指定します） 

    

    

tetetetextxtxtxt----align:align:align:align:    

水平方向の位置を指定します。ブロックレベル要素のみ有効です。 

以下の設定値を指定できます。 

 

left ... 左寄せにします 

right ... 右寄せにします 

center ... センタリングします 

justify ... 両端ぞろえにします (※英文のみ有効) 

 

【演習 104】 

「(104)align.html」の見出しを右寄せにして下さい 
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<div>、<span>タグと classを組み合わせることで、HTMLタグの「合わせ技」ができるよ

うになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

texttexttexttext----decoration:decoration:decoration:decoration:    

指定した文字列に線を使った装飾を加えます。 

以下の設定値が使用できます。 

 

none ... 装飾を取り消します 

underline ... 下線(アンダーライン)をつけます 

overline ... 上線(オーバーライン)をつけます 

line-through ... 取り消し線(一本)をつけます 

 

.awase1 { 

  color: blue; 

  text-align: center; 

} 

.aka { 

color: red; 

} 

<span class=”awase1”>この字はなんて読む？</span><br> 

<br> 

時折見かける「々」は<span class=”aka”>「踊り字」</span>と読みます。<br> 

これは「同」の異体字「仝」をくずして表記したのが始まりだとされています。<br> 

<br> 

<div class=”aka”> 

「おなじ」と入力して変換キーを押してみてください。<br> 

変換候補の中に踊り字も表示されていますよ。<br> 

</div> 

〔スタイルシート設定〕 

〔本文〕 
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例) 

a { 

 text-decoration: none; …リンクのアンダーライン表示を取り消します 

}  

.nebiki { 

text-decoration: line-through;  …取り消し線をつける「nebiki」クラス 

 } 

 

 

    

texttexttexttext----indent:indent:indent:indent:    

指定した範囲の左側に余白をとり字下げ(インデント)します。ブロック要素のみ有効です。 

以下の設定値が使用できます。ただし、最初の 1 行だけしか字下げされません。 

 

(数字)em ... 数字で指定した文字の数インデントします 

(数字)% ... ブラウザの表示幅の割合ぶんインデントします 

 

例) 

p { 

text-indent: 25%;  

} 

h3 { 

 text-indent: 4em; …見出しを 4 文字ぶん字下げします 

} 

 

 

【演習 105】 ※先に「(105)nedan.exe」をダウンロードしておいてください 

「(105)nedan.html」に以下の変更を加えてください。 

①見出しにオーバーラインを付けてください 

②「変更前」の値段表示に取り消し線を付けてください 

③見出しを３文字ぶん字下げしてください 

 

 

…p タグ指定範囲をブラウザの表示幅の 25%ぶん 

字下げします 
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verticalverticalverticalvertical----align:align:align:align:    

指定した文字列の縦方向の配置をします。super と sub 以外は英文のみ有効です。 

以下の設定値が使用できます。 

 

baseline ... 通常の文字位置です  

top ... 上端にあわせます 

middle ... 中央にあわせます 

bottom ... 下端にあわせます 

super ... 上付き文字の位置にします 

sub ... 下付き文字の位置にします 

 

【演習 106】 

「(106)sushiki_again.html」の文中の記号や化学式や数式を正しく表示して下さい 

※HTML タグの<sup>、<sub>を使わずに CSS で記述してください 

 

 

 

texttexttexttext----transform:transform:transform:transform:    

半角アルファベット文字の大文字←→小文字の変換を行います。 

全角アルファベットに指定することはできません。 

以下の設定値が使用できます。 

 

none ... 何もしません(標準に戻します) 

capitalize ... 最初の 1 文字目だけ大文字にします 

uppercase ... すべて大文字にします 

lowercase ... すべて小文字にします 

 

【演習 107】 

「(107)transform.html」文中の半角アルファベット表記を CSS で変換してください 

(1)曜日の表記を最初の１文字目だけ大文字にしてください 

(2)文中の記号付き箇条書きリストの半角文字をすべて大文字にしてください 

(3)文中の数字付き箇条書きリストの半角文字をすべて小文字にしてください 
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letterletterletterletter----spacing:spacing:spacing:spacing:    

文字間隔を設定します。 

以下の設定値を使用できます。 

 

normal ... 何もしません(標準に戻します) 

(数字)px ... 指定した数のピクセルだけ空白を入れます 

 

【演習 108】 

「(108)jyugemu.html」の文中の文字間をすべて 2 ピクセル間隔を空けてください 

 

 

linelinelineline----height:height:height:height:    

行間隔を設定します。 

以下の設定値を使用できます。 

 

normal ... 何もしません(標準に戻します) 

(数字)em ... 指定した数の文字ぶんだけ空白を入れます(小数点以下指定可能) 

(数字)% ... 指定した数の文字ぶんだけ空白を入れます(小数点以下指定可能) 

 

【演習 109】 

「(109)phonetic.html」の文中の行間をすべて 1.5 文字にしてください 
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ここまで、いろいろなスタイルシートの設定をしてきました。 

演習のたびに、HTML ファイルの<head>の範囲内に記述してきました。 

 

毎回使い回しができるように毎回使い回しができるように毎回使い回しができるように毎回使い回しができるように、スタイ、スタイ、スタイ、スタイルシートを外に出しましょう。ルシートを外に出しましょう。ルシートを外に出しましょう。ルシートを外に出しましょう。    

 

スタイルシートの設定ファイルは慣例として「.css」という拡張子がついています。 

中は、html ファイルと同じく「テキストファイル(メモ帳で開くことのできるファイル)」です。 

 

スタイルシートファイルの中に<html>というようにタグを書くことはありません。 

<style>タグも要りません。そのままスタイルシートの設定を書いていくだけです。 

 

 

 

 

 

 

CSS ファイル内でコメントを記述したい場合は「/*」と「*/」で囲みます 

 

 

 

 

<link>タグを使って、CSS ファイルを設定します。 

<style>タグと同様に、<link>タグも<head>タグの指定範囲内に記述します。 

 

<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”CSS ファイル名” /> 

 

【演習 110】 ※先に「(110)colors.exe」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(110)color.html」の<head>要素内に<link>タグを記述します 

(2) 「(110)color.html」の<link>タグに「style.css」の参照を設定して下さい 

(3) 「style.css」内に見出し１の設定を記述してください 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

文字色 #ff0000 

(4) ブラウザで「(101)color.html」と「(110)color.html」の表示が同じに表示でき

ているか確認してください 

.aka { color: red; } 

h1 { 

 color: blue; 

   text-align: center; 

} 

/* スタイルシートファイル内のコメント */ 

/* ※複数行にもまたがるコメントにも 

対応しています */ 
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② フォント装飾 

fontfontfontfont----family:family:family:family:    

フォント(字体)の種類を設定します。 

以下の設定値が使えます。 

 

serif ... 細身のフォントになります。日本語では明朝体などです 

sans-serif ... ゴシック体のフォントになります 

cursive ... 筆記体のようなフォントになります。日本語では無視されます 

fantasy ... 装飾をこらしたフォントになります。日本語では無視されます 

monospace ... 同幅のフォントで表示します 

フォント名 ... “MS Ｐゴシック” や “Osaka”というように、フォント名を記述します 

 

フォントを指定しても、ホームページを閲覧しているユーザのPCにそのフォントがインストー

ルされているとは限りません。Windows ユーザだけが見るとも限りません。 

ない場合はフォント指定が無視されるため、製作者のイメージ通りの表示ができないことが

多いため、(特に日本では)フォントの指定は必須ではありません。 

 

 

fontfontfontfont----size:size:size:size:    

文字のサイズを指定します。 

以下の設定値が使用できます。 

 

medium ... 通常のサイズです 

small ... medium よりもひとまわり小さく表示します 

x-small ... small よりもさらにひとまわり小さく表示します 

xx-small ... x-small よりもさらにひとまわり小さく表示します 

large ... medium よりもひとまわり大きく表示します 

x-large ... large よりもさらにひとまわり大きく表示します 

xx-large ... x-large よりもさらにひとまわり大きく表示します 

larger ... 周囲よりもひとまわり大きく表示します 

smaller ... 周囲よりもひとまわり小さく表示します 

(数値)px ... フォントの大きさを指定されたピクセル単位で表示します 

(数値)em ... フォントの大きさを指定された文字数単位で表示します 

(数値)ex ... フォントの大きさを指定された文字数単位で表示します(小文字) 

 

フォント、フォントサイズについては確実な表示が保証できません。 



Web ページ作成演習(基本編) 

59 

それでも「このフォント、このサイズで、このレイアウトで」という場合は、表示イメージを画像

ファイルに加工して、その画像を表示してしまえば解決しそうです。 

しかし、突き詰めてホームページ全体を画像にすれば誰が見ても同じイメージになると考え

られますが、HTML としては「画像が張られているだけ」という扱いになるので、現実的な解

決方法ではありません。 

 

【演習 111】 ※先に「(111)hototogisu.exe」をダウンロードしておいてください 

「(111)hototogisu.html」の文中を以下のように変更します。 

(1)俳句の部分を「MS 明朝」のフォントで表示させてください 

(2)詠み人の表示を、俳句の表示よりも小さく表示させてください 

 

 

fontfontfontfont----weight:weight:weight:weight:    

文字列の太さを設定します。 

以下の設定値が使用できます。 

 

normal ... 太さの設定を解除します 

bold ... 通常の太字で表示します 

bolder ... 指定された太さよりもさらに太字で表示します 

lighter ... 指定された太さより少し細く表示します 

(数値) ... 100～900 の範囲内で、100 刻みで指定します。400 で normal、700 で

bold を指定したのと同じ表示になります 

 

fontfontfontfont----style:style:style:style:    

文字列を斜体で表示します。 

以下の設定値が使用できます。 

 

normal ... 斜体の設定を解除します 

oblique ... 斜体で表示します 

italic ... イタリック体で表示します 

 

【演習 112】 

(1)「(112)hototogisu.html」で、気に入った俳句を太字に設定してください 

(2)あなた自身の俳句を加えて斜体に設定して下さい 
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③ 背景 

babababackgroundckgroundckgroundckground----color:color:color:color:    

背景色を設定します。 

以下の設定値が使用できます。 

 

・キーワードによる指定 

 色の名前がキーワードとして HTML に定義されています 

 そのキーワードを指定します。(参考 URL: http://www.colordic.org/ ) 

  

・16 進数コードによる指定 

 細かな色合いを出したい場合に使います 

 光の三原色(赤、緑、青)のそれぞれの強さを 16 進数で示したコードで指定します。 

 

 16 進数...0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,  

 #の後に 16 進数で 2 桁ずつ赤、緑、青の順で指定します 

 

・10 進数コードによる指定 

 光の三原色(赤、緑、青)のそれぞれの強さを 10 進数で示したコードで指定します。 

 コードで指定できる数は 0～255 の間です 

 

・transparent 

 透明色を指定します。背景に画像を設定した際に、背景色を表示させたくない場合などに

使用します 

 

 

backgroundbackgroundbackgroundbackground----image:image:image:image:    

背景に画像を指定します。 

以下の設定値が使用できます。 

 

none ... 画像を指定しない 

url(“画像ファイル名”) ... 画像ファイルを指定します 

 

【演習 113】 ※先に「(113)kansan.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「(113)kansan.html」の段落に何か背景画像を設定してください 

(2)見出しの背景色を背景画像とは別の色に変更してください 
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backgroundbackgroundbackgroundbackground----repeat:repeat:repeat:repeat:    

背景画像の連続配置を設定します。 

以下の設定値が設定できます。 

 

repeat ... 画像を縦横方向の全体に渡って敷き詰めます 

repeat-x ... 画像を横方向に渡って敷き詰めます 

repeat-y ... 画像を縦方向に渡って敷き詰めます 

no-repeat ... 画像を敷き詰めず、ひとつだけ表示します 

 

 

backgroundbackgroundbackgroundbackground----position:position:position:position:    

背景画像の水平方向や垂直方向の位置を指定します。 

以下の設定値が設定できます。 

 

・水平方向 

left ... 画像を左寄せで表示します 

center ... 画像を水平方向中央で表示します 

right ... 画像を右寄せで表示します 

・垂直方向 

 top ... 画像を上端に表示します 

 center ... 画像を垂直方向中央で表示します 

 bottom ... 画像を下端に表示します 

 ※垂直方向も「center」と記述することに注意してください 

 

・(数値)単位 

 数値は整数(小数点以下はダメ)で、単位は px、%などが使えます 

 水平方向、垂直方向の順に半角スペースで区切って指定します 

 

 

【演習 114】 

「(114)kansan.html」の背景画像を以下のように設定します 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

背景画像 「images」フォルダ内の「binder.jpg」 

背景画像の繰り返し 縦方向 

背景画像の位置 左寄せ 
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④ 擬似クラス 

必ず<a>タグとセットで指定します。 

また、指定する際は以下の順序で記述していきます(順序が違うとまったく違う表示になる

場合があります) 

 

a:linka:linka:linka:link    

まだアクセスしていない(読み込んでいない)リンク部分を指定します 

 

a:visiteda:visiteda:visiteda:visited    

アクセス済み(読み込み済み)のリンク部分を指定します。 

※悪用される可能性があるため、使用されるプロパティが制限されています 

 

a:hova:hova:hova:hoverererer    

マウスカーソルが置かれた時(まだクリックしてない)のリンク部分を指定します 

 

a:activea:activea:activea:active    

クリックされた時のリンク部分を指定します 

※リンクをクリックする際マウスのボタンを押したままにしていると確認できます 

 

通常のクラス指定と違って、タグ内に「class=”link”」というような記述は不要です。 

「<a>タグだけ特殊な指定ができる」とだけ覚えておいてください 

 

 

【演習 115】 ※先に「(115)webservices.exe」をダウンロードしておいてください 

「(115)webservices.html」内のリンクを以下のように変更してください 

(1)アクセスしていないリンクの下線を非表示下線を非表示下線を非表示下線を非表示にしてください 

(2)アクセス済みのリンクの文字色を緑色に文字色を緑色に文字色を緑色に文字色を緑色に表示表示表示表示してください 

(3)マウスカーソルが置かれたリンクを太字太字太字太字で表示してください 

(4)クリックされた場合のリンク部分を斜字体斜字体斜字体斜字体で表示してください 
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⑤ ボックス 

従来の HTML では、罫線を表現したり余白や間隔を調整する場合は<img>を利用したり、

<table>を利用していました。 

しかし、CSS で導入された「ボックス」を使えば文書の構造を変えることなく装飾として枠線

を引いたり、余白を持たせたり、間隔を空けるといったレイアウトの調整ができるようになり

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bbbborderorderorderorder----style:style:style:style:    

枠線の種類を設定します。 

以下のような種類が指定できます。 

 

none ... 枠線を表示しません(枠線の設定を解除します) 

solid ... 枠線を実線で表示します 

double ... 枠線を二重線で表示します 

dashed ... 枠線を破線で表示します 

dotted ... 枠線を点線で表示します 

groove ... 枠線を立体的に表示します(凹んだ線) 

ridge ... 枠線を立体的に表示します(盛り上った線) 

inset ... 全体を凹んだように表示します 

outset ... 全体を盛り上ったように表示します 

 

【演習 116】 ※先に「(116)champroo.exe」をダウンロードしておいてください 

「(116)champroo.html」について、以下のように枠線を設定してください 

(1)本文全体を二重線で囲って表示してください 

(2)「チャンプルーの主な種類」の記述とその下にあるリストをまとめて点線で囲って下さい 

 

 ボックスの設定 

余白（マージン） 

枠線 

間隔 
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border-style は「枠」全体ですが、その上下左右だけに線を引くこともできます。 

 

borderborderborderborder----toptoptoptop----style:style:style:style:    

枠線の上の部分について指定します 

 

borderborderborderborder----bottombottombottombottom----style:style:style:style:    

枠線の下の部分について指定します 

 

borderborderborderborder----leftleftleftleft----style:style:style:style:    

枠線の左の部分について指定します 

 

borderborderborderborder----rightrightrightright----style:style:style:style:    

枠線の右の部分について指定します 

 

 

【演習 117】 

「(117)champroo.html」について、以下のように枠線を設定してください 

(1)見出し１の枠線を左と下だけ実線で左と下だけ実線で左と下だけ実線で左と下だけ実線で表示してください 

(2)見出し２の下だけ下だけ下だけ下だけ破線で破線で破線で破線で枠線を引いてください 

 

 

 

 

borderborderborderborder----color:color:color:color:    

枠線の色を指定します。色の種類については「color:」や「background-color:」と同

様に、色の名前、16 進コード、10 進コードのいずれかで指定します。 

 

 

【演習 118】 

「(118)champroo.html」について、以下のように枠線を設定してください 

(1)見出し１をすべて赤の枠線で囲んで赤の枠線で囲んで赤の枠線で囲んで赤の枠線で囲んでください 

(2)見出し２「語源」から記号付き箇条書きリストの「中国語(福建省方言)... 「ジャンパ

ン」」までを薄い青色の枠線で囲んで薄い青色の枠線で囲んで薄い青色の枠線で囲んで薄い青色の枠線で囲んでください 
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borderborderborderborder----width:width:width:width:    

枠線の太さ太さ太さ太さを指定します。 

以下のような設定値があります。 

 

thin ... 細い枠線で表示します 

medium ... 標準の枠線で表示します 

thick ... 太い枠線で表示します 

(数字)px ... 指定した数のピクセル分の太さで表示します 

 

 

【演習 119】 

「(119)champroo.html」について、以下のように枠線を設定してください 

(1)見出し３を 10101010 ピクセルの太さの実線で囲んでピクセルの太さの実線で囲んでピクセルの太さの実線で囲んでピクセルの太さの実線で囲んでください 

(2)本文全体を太い灰色の実線で囲んで太い灰色の実線で囲んで太い灰色の実線で囲んで太い灰色の実線で囲んでください 

 

 

 

border-width は「枠」全体ですが、上下左右だけに枠線の太さを設定できます。 

 

borderborderborderborder----toptoptoptop----width:width:width:width:    

枠線の上の部分について太さ太さ太さ太さを指定します 

 

borderborderborderborder----bottombottombottombottom----width:width:width:width:    

枠線の下の部分について太さ太さ太さ太さを指定します 

 

borderborderborderborder----leftleftleftleft----width:width:width:width:    

枠線の左の部分について太さ太さ太さ太さを指定します 

 

borderborderborderborder----rightrightrightright----width:width:width:width:    

枠線の右の部分について太さ太さ太さ太さを指定します 

 

【演習 120】 

「(120)champroo.html」について、以下のように枠線を設定してください 

(1)見出し１を実線で囲んで実線で囲んで実線で囲んで実線で囲んでください。ただし左と右だけ太くして左と右だけ太くして左と右だけ太くして左と右だけ太くしてください 

(2)見出し２を５ピクセルの茶色の点線で囲んで茶色の点線で囲んで茶色の点線で囲んで茶色の点線で囲んでください。ただし上だけ細く上だけ細く上だけ細く上だけ細くしてください 
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padding:padding:padding:padding:    

枠線の内側に間隔を設定します。 

以下の設定値が指定できます。 

 

auto ... ブラウザの規定値(標準)の間隔にします 

(数値)px ... ピクセル単位で間隔を指定します 

(数値)em ... 文字数単位での間隔を指定します 

 

【演習 121】 

「(121)champroo.html」について、以下のように枠線を設定してください 

(1)本文全体を黄色の実線で囲んで黄色の実線で囲んで黄色の実線で囲んで黄色の実線で囲んでください 

(2)上記(1)の枠線の内側の間隔を間隔を間隔を間隔を 32323232 ピクセルに設定ピクセルに設定ピクセルに設定ピクセルに設定してください 

 

 

上下左右それぞれ個別に間隔を指定する場合は以下のような設定があります。 

 

paddingpaddingpaddingpadding----top:top:top:top:    

枠線の内側の上に間隔間隔間隔間隔を指定します 

 

paddingpaddingpaddingpadding----bottom:bottom:bottom:bottom:    

枠線の内側の下に間隔間隔間隔間隔を指定します 

 

paddingpaddingpaddingpadding----left:left:left:left:    

枠線の内側の左に間隔間隔間隔間隔を指定します 

 

paddingpaddingpaddingpadding----right:right:right:right:    

枠線の内側の右に間隔間隔間隔間隔を指定します 

 

 

【演習 122】 

「(122)champroo.html」について、以下のように設定してください 

(1)見出し２の上側だけ 1 文字(1em)空けて下さい 

(2)見出し３の下側だけ 10 ピクセル(10px)空けて下さい 
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margin:margin:margin:margin:    

枠線の外側との余白を設定します。 

以下の設定値が指定できます。 

 

auto ... ブラウザの規定値(標準)の余白にします 

(数値)px ... ピクセル単位で余白を指定します 

(数値)em ... 文字数単位での余白を指定します 

 

上下左右それぞれ個別に余白を指定する場合は以下のような設定があります。 

 

marginmarginmarginmargin----top:top:top:top:    

枠線の上と内容との余白余白余白余白を指定します 

 

marginmarginmarginmargin----bottom:bottom:bottom:bottom:    

枠線の下と内容との余白余白余白余白を指定します 

 

marginmarginmarginmargin----left:left:left:left:    

枠線の左と内容との余白余白余白余白を指定します 

 

marginmarginmarginmargin----right:right:right:right:    

枠線の右と内容との余白余白余白余白を指定します 

 

 

【演習 123】 

「(123)champroo.html」について、以下のように設定してください 

(1)見出し１を５ピクセルの赤い二重線で囲んでください 

(2)見出し２を３ピクセルの青い実線で囲んでください 

(3)見出し３を１ピクセルの緑色の点線で囲んでください 

(4)見出し１の周囲の余白を 15 ピクセル(15px)空けてください 

(5)見出し２の左と右だけ余白を 10 ピクセル(10px)空けてください 

(6)見出し３の上と下だけ余白を 5 ピクセル(5px)空けてください 
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width:width:width:width:    

表示幅を指定します。以下の設定値が使用できます。 

 

auto ... ブラウザの規定値(標準)の幅にします 

(数値)px ... ピクセル単位で幅を指定します 

(数値)em ... 文字数単位で幅を指定します 

(数値)% ... ブラウザ表示幅との割合(%)で幅を指定します 

 

 

height:height:height:height:    

表示範囲の高さを指定します。以下の設定値が使用できます。 

 

auto ... ブラウザの規定値(標準)の高さにします 

(数値)px ... ピクセル単位で高さを指定します 

(数値)em ... 文字数単位で高さを指定します 

(数値)% ... ブラウザ表示の高さとの割合(%)で幅を指定します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overflow:overflow:overflow:overflow:    

表示幅や高さを指定している場合、その領域から表示内容がはみ出てしまう場合、 

どのように処理するかを指定します。 

以下の設定値が使用できます。 

 

auto ... ブラウザの規定値にします 

visible ... はみ出して表示します 

hidden ... はみ出した部分を隠します 

scroll ... スクロールバーを表示します 

 

CSSの widthプロパティと heightプロパティはレイアウトで使用する可能性がとても

高いです。html タグでいうところの width 属性、height 属性との違いをはっきりさ

せておきましょう 
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【演習 124】 ※先に「(124)suba.exe」をダウンロードしておいてください 

「(124)suba.html」について、以下のように設定してください 

文書全体文書全体文書全体文書全体の幅を 800 ピクセルに設定してください 

 

 

【演習 125】 

「(125)suba.html」について、以下のように設定してください 

(1)沖縄そばの画像の幅を 200 ピクセルに設定してください 

※width プロパティを使用してください(<img>タグの width 属性ではありません) 

(2)沖縄そばの画像の高さを 100 ピクセルに設定してください 

※height プロパティを使用してください(<img>タグの height 属性ではありません) 

(3) 沖縄そばの画像のはみ出た部分についてスクロールバーを表示させてください 

    

    

float:float:float:float:    

表示している画像の傍にテキストを回りこむように設定します。 

画像と組み合わせるだけでなく、さまざまなレイアウトをする際にもよく使用されます。 

以下の設定値が使用できます。 

 

none ... 回りこみをしません(※) 

left ... テキストの左側に画像が回りこみます 

right ...テキストの右側に画像が回りこみます 

 

※回り込みを解除する場合は、次に説明する「clear」を使用します。 

 

 

clear:clear:clear:clear:    

画像の傍の文章を回りこみを解除します。以下の設定値が使用されます。 

 

none ... 回りこみ解除をしません 

left ... 画像の右側の回りこみを解除します 

right ... 画像の左側の回りこみを解除します 

both ... 画像の両側の回りこみを解除します 
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【演習 126】 

「(126)suba.html」について、以下のように設定してください 

見出し２「沖縄そばの歴史」以降の記述を、沖縄そばの画像の右側に回り込むように 

してください 

 

【演習 127】 

「(127)suba.html」について、以下のように設定してください 

(1)見出し２「沖縄そばの歴史」以降の記述を、沖縄そばの画像の左側に回り込むように 

してください 

(2)見出し２「沖縄そばの構成」以降の記述から、回り込みを解除してください 
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position:position:position:position:    

ボックスの配置方法を設定します。以下の設定値が使用できます。 

 

static ... 通常配置に戻します(原点に設定します) 

absolute ... 本来の位置を原点として位置を変える場合に指定します(絶対配置) 

relative ... 既に position 設定をされている位置を原点として位置を変える 

場合に指定します(相対配置) 

fixed ... absolute と同じく、既に position 設定されている原点として位置を 

変える場所をですが、ブラウザのスクロール操作を行っても位置が 

変わりません(固定配置) 

 

position プロパティを使うと、HTML の規定にしばられることなく自由自在に表示配置で

きますが、多用するとメンテナンスが難しくなってしまいます。 

通常は、paddingやmarginで調整し、段組みや画像の配置といったレイアウトの大枠を

定義する際に使用されます。 

 

position プロパティは以下のプロパティとセットで使われます。 

 

top:top:top:top:    

上端からの距離を設定します。 

 

bottom:bottom:bottom:bottom:    

下端からの距離を設定します。 

 

left:left:left:left:    

左端からの距離を設定します。 

 

right:right:right:right:    

右端からの距離を設定します。 

 

top、bottom、left、right プロパティには以下の設定値が使用できます。 

 

auto ... ブラウザの規定値にします 

(数値)px ... ピクセル単位で距離を指定します 

(数値)em ... 文字数単位で距離を指定します 
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【演習 128】 ※先に「(128)okashi.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「style.css」のクラス「sartar」について、以下の設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

配置方法 相対配置 

配置場所 左端から 320 ピクセル 

(2)「style.css」のクラス「tannafa」について、以下の設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

配置方法 固定配置 

配置場所 
上端から 10 ピクセル 

左端から 320 ピクセル 

 

 

visibility:visibility:visibility:visibility:    

表示する／しないを設定します。よく JavaScript などのプログラム言語と組み合わせて

使用されています。以下の設定値が使用されます。 

 

visible ... 指定範囲を表示します 

hidden ... 指定範囲を隠します隠します隠します隠します。表示はされませんが、領域は確保されます 

 

 

【演習 129】 

「(129)okashi.html」の文中にある「沖縄を代表するお菓子をいくつか挙げてみた。」と

いう段落を visibility プロパティを使用して非表示にしてください 

 

 

 

display:display:display:display:    

画面にどのような表示がされるのか設定します。 

以下の設定値が使用できます。 

 

none ... 非表示にします(コメントのように、記述がないものとして扱います) 

inline ... インライン要素として表示します(ほとんどの HTML タグに相当)  

block ... ブロック要素として表示します(HTML タグの<div>などに相当) 

list-item ... リスト内の内容として表示します(HTML タグの<li>に相当) 
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【演習 130】 

「(130)okashi.html」について、以下のように設定してください 

ページの一番下のカレーの画像を display プロパティを使用して非表示にしてください 

 

    

    

zzzz----index:index:index:index:    

ボックスの重なり順を設定します。position プロパティの設定が必須です。 

以下の設定値を指定できます。 

 

auto ... ブラウザの規定値にします 

(数字) ... ゼロを基準として、数字が大きいほど優先されます優先されます優先されます優先されます(手前に表示されます) 

 

【演習 131】 

「(131)okashi.html」と「okashi.css」について以下の設定をします 

(1)「okashi.css」のクラス「chinskou」について、以下の設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

重なり順 2 

(2)「okashi.css」のクラス「sartar」について、以下の設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

重なり順 1 

(3)「okashi.css」のクラス「tannafa」について、以下の設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください設定を追加してください 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

重なり順 0 
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⑥ リスト 

listlistlistlist----stylestylestylestyle----type:type:type:type:    

リスト表示の先頭のマーカーを設定します。以下の設定値が使用できます。 

 

none ... マーカーなし 

disc ... 黒丸「●」を表示します 

circle ... 白丸「○」を表示します 

square ... 黒四角形「■」を表示します 

decimal ... 算用数字を表示します 

decimal-leading-zero ...算用数字をゼロから始める場合 decimalと一緒に指定 

lower-roman ... ローマ数字を小文字で表示します 

upper-roman ... ローマ数字を大文字で表示します 

lower-latin ... 半角英小文字を表示します(lower-alpha でも可) 

upper-latin ... 半角英大文字を表示します(upper-alpha でも可) 

cjk-ideographic ... 漢数字を表示します 

hiragana ... ひらがなをあいうえお順で表示します 

hiragana-iroha ... ひらがなをいろは順で表示します 

katakana ... カタカナをアイウエオ順で表示します 

katakana-iroha ... カタカナをイロハ順で表示します 

※その他の言語の数字もありますが、割愛します 
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listlistlistlist----stylestylestylestyle----image:image:image:image:    

リストのマーカーに画像を指定したい場合に使用します。以下の設定値が使用できます。 

 

none ... マーカーに画像ファイルを指定しません 

url(“画像ファイル名”) ... 括弧の中の画像ファイルが表示されます 

 

 

listlistlistlist----stylestylestylestyle----position:position:position:position:    

リスト内で改行された場合、マーカーに合わせた字下げ(インデント)を指定します 

以下の設定値が使用できます。 

 

outside ... マーカーがリスト内容の外側外側外側外側にににに表示されます。(字下げして改行します) 

inside ... マーカーがリスト内容と同じように内側に内側に内側に内側に扱われます。(字下げしません) 

 

 

【演習 132】 ※先に「(132)list.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「主な無人島」のリストのマーカーを「images」フォルダ内の「blue.gif」で表示さ

せてください 

(2)「無人島ツアーの注意」のリストのマーカーをアルファベットの小文字で表示してくだ

さい 
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７．スタイルの一括指定 

 

①フォント 

フォントに関連する以下のプロパティを「font」プロパティを使用して一括指定

することができます。 

・ font-style: 

・ font-weight: 

・ font-size: 

・ line-height: 

・ font-family: 

 

それぞれの値を半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら記述します。ただし、以下の注意点に従

ってください(想定通りに表示できない可能性があります)。 

 

・ 上記の順番で記述すること 

・ font-sizeと font-familyプロパティの値は必ず記述すること 

・ line-heightプロパティの値の前にスラッシュ(/)を付けて記述すること 

 

 

【演習 133】 ※先に「(133)font.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「style.css」内のクラス「font_kobetsu」に以下の設定をしてください 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

フォントのスタイル italic 

文字の太さ bold 

フォントの大きさ 22ピクセル 

行間隔 160% 

フォントの種類 "ＭＳ 明朝","Osaka",serif 

※「ＭＳ」は全角です。また「ＭＳ」と「明朝」の間に半角スペースを挿入します 

(2) 「style.css」内のクラス「font_ikkatsu」に(1)と同設定で一括指定して

下さい 

 

 

 



Web ページ作成演習(基本編) 

77 

②背景 

背景に関連する以下のプロパティを「background」プロパティを使用して一括指

定することができます。 

 

・ background-color: 

・ background-image: 

・ background-repeat: 

・ background-position: 

 

それぞれの値を半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら記述します。記述の順番はありません。 

 

 

【演習 134】 ※先に「(134)background.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「style.css」内のクラス「back_kobetsu」に以下の設定を追加してくださ

い 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

背景色 #ff9900 (オレンジ色) 

背景イメージ 「images」フォルダ内の「back.png」 

背景イメージの繰り返し 繰り返さない 

背景イメージの位置 40px 20px 

 (2) 「style.css」内のクラス「back_ikkatsu」に(1)と同設定で一括指定して

下さい 

 

 

③枠線 

枠線に関連する以下のプロパティを「border」プロパティを使用して一括指定す

ることができます。 

 

・ border-style: 

・ border-width: 

・ border-color: 

 

それぞれの値を半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら半角スペースで区切りながら記述します。記述の順番はありません。 
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【演習 135】 ※先に「(135)border1.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「style.css」内のクラス「border_kobetsu」に以下の設定を追加して下さ

い 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

枠線の色 #ff0000 (赤) 

枠線のスタイル solid 

枠線の太さ 3ピクセル 

(2) 「style.css」内のクラス「border_ikkatsu」に(1)と同じ設定で一括指定

して下さい 

 

枠線の一括指定には上下左右を個別に指定する方法もあります。 

 

・border-top: 

・border-bottom: 

・border-left: 

・border-right: 

 

一括指定の設定値の記述は「border」プロパティと同じです。 

 

 

【演習 136】 ※先に「(136)border2.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「style.css」内のクラス「top_kobetsu」に以下の設定を追加して下さい 

ププププロパティロパティロパティロパティ    設定値設定値設定値設定値    

枠線の色 #ff0000 (赤) 

枠線のスタイル solid 

枠線の太さ 2ピクセル 

(2) 「style.css」内のクラス「top_ikkatsu」に(1)と同じ設定で一括指定して

下さい 

(3)「style.css」内のクラス「bottom_kobetsu」に以下の設定を追加して下さ

い 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

枠線の色 #00ff00 (緑) 

枠線のスタイル double 

枠線の太さ 5ピクセル 

(次のページに進みます) 
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(4) 「style.css」内のクラス「bottom_ikkatsu」に(3)と同じ設定で一括指定

して下さい 

(5)「style.css」内のクラス「left_kobetsu」に以下の設定を追加して下さい 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

枠線の色 #0000ff (青) 

枠線のスタイル dotted 

枠線の太さ 3ピクセル 

(6) 「style.css」内のクラス「left_ikkatsu」に(5)と同じ設定で一括指定し

て下さい 

(7)「style.css」内のクラス「right_kobetsu」に以下の設定を追加して下さい 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

枠線の色 #ffff00 (黄) 

枠線のスタイル ridge 

枠線の太さ 6ピクセル 

(8) 「style.css」内のクラス「right_ikkatsu」に(7)と同じ設定で一括指定し

て下さい 
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８．相対パス 

Windows をはじめ、多くの OS は「ファイル」と「フォルダ(ディレクトリ)」という

考え方でデータを管理する単位を持っています。フォルダが違うと、ファイルの指定方

法が変わります。 

「相対パス」とは、「基準となるファイルから、別のフォルダ内のファイルを指定でき

るようにする記述方法」と考えてください。 

 

 

①同じフォルダ内 

ファイル名の指定にフォルダ名の記述は必要ありません。ファイル名の記述だけです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②同じフォルダ内のさらにフォルダ内 

ファイル名の前にフォルダ名の記述が必要です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

index.html picture.jpg 

index.html picture.jpg 

この場合 

images/picture.jpg 

(imagesフォルダ) 
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③フォルダの外 

「フォルダの外」を意味する「../」というフォルダ名をつけます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④外のフォルダのさらにフォルダ内 

「../」とフォルダ名を組み合わせます。②と③の考え方を一緒にしたものです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

index.html 
picture.jpg 

この場合 

../picture.jpg 

index.html picture.jpg 

この場合 

../images/picture.jpg 

(imagesフォルダ) 
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相対パスは、基準となるファイルが違えば記述も異なります。以下のような場合は HTML

と CSSで異なるパスの記述となるので注意してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【演習 137】 ※先に「(137)path.exe」をダウンロードしておいてください 

(1) 「himawari.html」「sanshin.html」「sleep.html」にそれぞれ CSS ファ

イルへの参照を設定して下さい 

CSSファイル 「css」フォルダ内の「style.css」 

 

(2) 「style.css」の「/* ひまわりの画像 */」の後に任意のクラスを追加し、以

下のスタイルを記述して下さい 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

背景イメージ 「css」フォルダ内の「test.jpg」 

 

(3) 「himawari.html」の body要素に(2)で追加したクラスを設定して下さい 

 

(次のページに進みます) 

index.html 

picture.jpg 

(imagesフォルダ) 

style.css 

(css フォルダ) 

images/picture.jpg 

css/style.css 

style.css からは 

../images/picture.jpg 
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 (4) 「style.css」の「/* 三線の画像 */」の後に任意のクラスを追加し、以下

のスタイルを記述して下さい 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

背景イメージ 「css」フォルダの外外外外の「test.jpg」 

 

(5) 「sanshin.html」の body要素に(4) で追加したクラスを設定して下さい 

 

(6) 「style.css」の「/* 眠りネコの画像 */」の後に任意のクラスを追加し、以

下のスタイルを記述して下さい 

プロパティプロパティプロパティプロパティ    設定値設定値設定値設定値    

背景イメージ 「images」フォルダ内の「test.jpg」 

 

(7) 「sleep.html」の body要素に(6) で追加したクラスを設定して下さい 

 

※画像ファイルのファイル名はわざと同じにしてあります。画像ファイル名を変更し

たり、画像ファイルのある場所を変更しないで下さい 
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９．CSS によるレイアウト 

 

(1)スタイルの継承 

 

①親要素、子要素 

 

<div class=”futoji”>例：<span class=”aka”>入れ子の要素</span></div> 

 

というように、HTML タグが入れ子になっている場合、内側の要素を「子要素」と 

呼び、外側の要素を「親要素」と呼びます。 

「継承」とは、親要素のスタイルの設定が子要素にまで適用されるということです。 

 

②継承されるスタイル 

 

どのスタイルも継承されるというわけではありません。 

以下のスタイルが継承されます。 

 

color 

cusor 

font 

font-family 

font-size 

font-style 

font-weight 

letter-spacing 

line-height 

list-style 

list-style-image 

list-style-positon 

list-style-type 

text-align 

text-indent 

text-transform 

background-color 

 

③inherit 

 

強制的にスタイルの継承を行いたい場合に設定値に「inherit」と記述すると、 

親要素のスタイルを継承することができます。 

親要素の設定がされていない場合は、ブラウザの設定が使用されます。 

 

.main { 

 width: 800px; 

} 

.sub { 

   width: inherit; 

} 
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④子要素も含めた親要素のスタイル指定 

 

セレクタを半角スペースで区切って記述します。 

div と span には特殊な場合を除いて設定すべきではありません 

(混乱のもとになります) 

 

例） 

ul li { 

font-weight: thin; 

padding-left: 2em; 

} 

 

※複数のセレクタに同時設定する場合と混同しないように気をつけましょう。 

例） 

h1,h2,h3 { 

font-size: smaller; 

font-weight: bolder; 

} 

 

【演習 138】 ※先に「(138)virtual.exe」をダウンロードしておいてください 

「(138)virtual.html」についてスタイルを設定し、継承を確かめてください 

(1)見出しを除いた本文を濃い青(#000066)に設定して、太字にします 

(2)上記(1)と同じ範囲を枠線(solid)で囲みます 

(3)class「wiki」を記述して、枠線を継承させてください(inherit) 

 

 

(2)id セレクタ 

 

これまで、HTML タグ名を限定しないスタイルの適用に class セレクタを使用して 

きましたが、似たような性質を持つ id セレクタというのがあります。 

 

cLass セレクタの場合、名前に「.」をつけてスタイルを設定し、HTML 側で 

class 属性でそれを適用しますが、id セレクタの場合は「#」をつけてスタイルを 

設定し、HTML 側で id 属性でそのスタイルを適用します。 
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例) 

/* class の設定 */ 

.example { 

text-align: center; 

} 

 

/* id の設定 */ 

#example { 

text-align: center; 

} 

 

<div class=”example”> 

class による指定 

</div> 

 

<div id=”example”> 

id による指定 

</div> 

 

 

id セレクタによる設定が class セレクタと大きく違う点は 

「HTML の中で同じ id 設定を複数記述できない」という点です。 

記述しても、思い通りに表示ができない可能性があります。 

 

ですから、文字を赤くするとか、アンダーラインを引くというようなものではなく 

ページの範囲指定など、レイアウトする場合に id セレクタが使われるのです。 

 

 

【演習 139】 ※先に「(139)virtual2.exe」をダウンロードしておいてください 

(1)「(139)virtual.html」の class 属性をすべて id 属性に書き換えてください 

(2)「style.css」の該当するクラスを id セレクタに書き換えてください 

(3)「(138)virtual.html」と「(139)virtual.html」を表示させてみて、両者に

違いがあるか確認してください 

 


