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<label for=”ラベル名”>  

フォーム内で、入力項目と表示テキスト部分を関連付けるために使います。 

ラベル名は任意でつけることができますが、タグ名や属性名、name 属性の設定値とは 

別のものを指定することをおすすめします。 

一方、関連付ける入力項目のほうには ID 属性でラベル名を設定します。 

 

例） 

<label for=”pw”>パスワード：</label> 

<input name=”pass” id=”pw” type=”password” /> 

 

 

【演習 56】 ※先に「(56)enquate2.html」をダウンロードしておいてください 

(1) 「(56)enquate2.html」をメモ帳またはテキストエディタで開きます 

(2)(2)(2)(2) テーブルの 1 行 2 列目の入力項目にタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 1 

(3)(3)(3)(3) テーブルの 2 行 2 列目の入力項目にタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 2 

(4)(4)(4)(4) テーブルの 3 行 2 列目の入力項目にタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 3 

(5)(5)(5)(5) テーブルの 4 行 2 列目の入力項目にタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 4 

(6)(6)(6)(6) テーブルの 6 行 2 列目の入力項目にタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 5 

(7)(7)(7)(7) テーブルの 7 行 1 列目の入力項目にタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 6 

 

(次のページに続きます) 
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(8)(8)(8)(8) テーブルの 8 行 2 列目の入力項目にタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 7 

(9)(9)(9)(9) テーブル欄外の「応募する」ボタンにタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 8 

(10)(10)(10)(10) テーブル欄外の「リセット」ボタンにタブインデックスを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

タブインデックス 9 

(11)(11)(11)(11) テーブルの 5 行 2 列目に以下のように設定します 

a) 「よく利用する」左横のラジオボタンに id 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 

id always 

b) 「たまに利用する」左横のラジオボタンに id 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 

id often 

c) 「今日から使い始めた」左横のラジオボタンに id 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 

id now 

d) 「あまり使っていない」左横のラジオボタンに id 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 

id less 

 

(次のページに続きます) 
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(12) 同じく、テーブルの 5 行 2 列目にラベルを設定します 

a) 「よく利用する」の記述に for 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 

for always 

b) 「たまに利用する」の記述に for 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 

for often 

c) 「今日から使い始めた」の記述に for 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 

for now 

d) 「あまり使っていない」の記述に for 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 

for less 

(13)(13)(13)(13) テーブルの 7 行 1 列目のチェックボックスに id 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 

id mmaga 

(14)(14)(14)(14) 同じく、7 行 1 列目の「メールマガジンに登録する」の記述にラベルを設定します    

属性属性属性属性    設定値設定値設定値設定値 

for mmaga 

 

※TAB キーを押して項目が移動したり、ラジオボタンやチェックボックスの右横の記述を 

 クリックするとオンになることを確認してください 
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<blockquote cite=”引用元の url”> 

他の書籍や雑誌や新聞、あるいは他の Webページやブログからの引用データであることを示

します。タグの前後が自動的に改行され、さらにインデント(字下げ)が行われます。段落単

位での引用に使われることが多いです。 

もし引用元の URL がわかる場合には cite 属性を記述します。 

 

<q cite=”引用元の url”> 

他の書籍や雑誌や新聞、あるいは他の Webページやブログからの引用データであることを示

します。<blockquote>と違い、タグの前後に改行されませんが、前後に引用符が追加され

ます。比較的短い範囲での引用に使われることが多いです。 

<q>も、引用元の URL がわかる場合には cite 属性を記述します。 

 

【演習 57】 ※先に「(57)inyo.exe」をダウンロードしておいてください 

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

(2) 「(57)inyo」フォルダを開いてください 

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

(4)(4)(4)(4) 文中の以下の引用部分「Boys be ambitious.」から「a man ought to be.」

までの記述を<blockquote>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 

引用元 URL 「url.txt」に記述されている URL 

(5) 文中の以下の引用部分「Boys, be ambitious like this old man」の記述

を<q>で設定します 

 

 

 

<address> 

Web サイトの管理者あるいは製作者への連絡先を示します。一般には著作権表記などに使

われます。Internet Explorer では斜体で表示されます。 

 

【演習 58】 ※先に「(58)address.html」をダウンロードしておいてください 

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

(2) 文中の「&copy;well」から「Reserved.」までの記述を連絡先に設定してください 
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<del> 

削除された記述を示します。訂正記事など、あえて訂正前の記述も残しておく場合に使いま

す。ブラウザ上では、横に 1 本の線で取り消し線が付きます。 

 

 

<ins cite=”関連する url”> 

追加された記述を示します。訂正記事などで、訂正後の部分に設定します。追加に関連した

記事などの URL がわかる場合には cite 属性を記述します。 

 

 

【演習 59】 ※先に「(59)wasei.exe」をダウンロードしておいてください 

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

(2) 「(59)wasei」フォルダを開いてください 

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

(4) 文中のカタカナで記述された和製英語の記述すべてに<del>を設定します 

(5) (4)のそれぞれの記述のあとに、「english.txt」を参照しながら、英語の表記を 

<ins>を設定しながら記述してください 

 

    


