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まえがき
本書は、2004年に刊行した『できるホームページHTML入門 Windows対応』の3回目の改訂版に
なります。作業の手順をWindows 8.1に合わせたものに変え、現在のインターネットの状況に合わ
せてレッスンの追加や削除を行っています。
ただし、本書でのホームページ作成の大まかな流れは、10年前に刊行したものとまったく同じで
す。まず見出しと本文が並んだシンプルなページを作り、リンクを張ります。それからサーバーに
アップロードしてホームページをインターネット上に公開します。スタイルシートや画像を使って
ホームページを飾るのは、後から覚えればいいこととしています。
ホームページを作成する上で難しいのは、複雑な技術を覚えることではなく、むしろ「当たり前
のこと」を覚えることです。つまり、
「ホームページは世界中の誰にでも見られるものである」とい
うことや「ホームページはリンクによって相互につながっている」ということです。幸いなことに
本書は長い間読者の皆さまからのご支持をいただいてきましたが、基本的な流れを愚直にふまえ、
「当たり前のこと」を追求していたのがその理由であろうと考えています。
さて、ホームページの基礎となるHTMLが発表されたのは1991年です。HTMLを飾るスタイルシ
ート（CSS）が盛んに使われるようになったのはここ10年ほどですが、最初に発表されたのは1994
年です。本書の改版に当たっては、HTMLの規格として最新のHTML5を選び、デザインに関する
機能の多くをCSSに移しています。しかし、本書を読む上で知っておいてほしいことは、インター
ネット関連の技術は「はやり廃り」が激しいように見えても、ホームページの基本的な仕組みは変
わらないままであるということです。
HTMLとCSSという「シンプルだけど出来がいい」技術は20年以上寿命を保ってきました。今後
も20年くらいは続いていくのではないでしょうか。本書をきっかけにして、ホームページ作成とい
う息の長い技術の基礎を覚えておけば、これから何十年もこの技術を役立て、楽しみ続けることが
できるでしょう。
今後も本書が皆さまの素敵なホームページ作成の出発点となれば、幸いです。
2014年2月 佐藤和人

シリーズの読み方
このレッスンで使うタグ／プロパティ

レッスン

レッスンで学ぶHTMLのタグやプロパティなどの入力例
や役割、基本的な機能のほか、レッスンの目的について具
体的に解説しています。

見開き完結を基本に、
やりたいことを簡潔に解説
やりたいことが見つけやすい
レッスンタイトル

レッスン

13

各レッスンには、
「○○をするには」や「○○って
何？」など、
“やりたいこと”や“知りたいこと”
がすぐに見つけられるタイトルが付いています。

日本語を正しく
表示するには

機能名で引けるサブタイトル

HTMLファイルで日本語を入力するときに
は、タグを使って文字コードの種類を指定
する必要があります。ここでは文字コード
を指定するタグの入力方法を紹介します。

文字コードの指定

「あの機能を使うにはどうするんだっけ？」そんな
ときに便利。機能名やサービス名などで調べやす
くなっています。

このレッスンで使用するタグ

<meta charset="Shift_JIS">
HTML ファイルで使用されている文字コードがシフト JIS（Shift̲JIS）であることを示す
タグの入力例

第

レッスン
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章 ホームページに表示する文章を作ろう

3

<head>と</head>の間に
入力する

終了タグ</meta>は
入力しなくていい

左ページのつめでは、
テクニック
タグの内容に
「<」
「>」
「&」
を使いたいときは
タグの役割や機能
HTMLファイルで日本語を入力するときに
日本語を正しく
章タイトルでページを探せます。
は、タグを使って文字コードの種類を指定
を示すための記号として扱われ、
「&」は特別な文字を示
開始タグと終了タグの間に入力する文章には、
半角の「<」
metaタグは、ホームページに関するさまざまな情報を記述するためのタグです。このレッスンでは、meta
表示するには

する必要があります。ここでは文字コード
すための記号として使われているからです。なお、全角
「>」
「&」を使ってはいけません。この3つの文字を表示
タグを使って文字コードの種類を指定します。TeraPadでHTMLファイルを記述するときは、上記のmeta
の「＜」
「＞」
「＆」は、そのまま入力しても構いません。
したいときには、それぞれ、
「&lt;」
「&gt;」
「&amp;」を
を指定するタグの入力方法を紹介します。

文字コードの指定
このレッスンで使用するタグ

<meta charset="Shift_JIS">
手  順

HTML ファイルで使用されている文字コードがシフト JIS（Shift̲JIS）であることを示す

必要な手順を、すべての画面と
<head>
<meta charset="Shift_JIS">
操作を掲載して解説しています。
</head>
タグの入力例

第
章 ホームページに表示する文章を作ろう
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<head>
<meta charset="Shift_JIS">
</head>

<head>と</head>の間に
手順見出し
入力する

入力します。HTMLファイル内では「<」と「>」はタグ
タグをそのままの形で<head>と</head>の間に入力してください。
❶bodyタグの中を以下のように入力

1

<body>
<h1>&amp; 愛犬リクの部屋 &amp;</h1>
<h2>&lt; 祝！ リクとはじめてのお買い物 &gt;</h2>
</body>

metaタグの入力位置にカーソルを移動する

headタグの中にホームページの文字コードを
指定するmetaタグを入力する

2

❶「<head>」の
右側をクリック

❷vキー
を押す

metaタグを入力する

metaタグの入力位置にカーソルを移動する

headタグの中にホームページの文字コードを
指定するmetaタグを入力する
❶「<head>」の
右側をクリック

❷vキー
を押す

シフトJIS
タグ

部で文字の1つ1つに割り当てられた番

p.278

号のことです。文字コードの種類に
す。例えば、Webブラウザーが「シフ

上書き保存
c＋S ·············
が読めなくなります。metaタグを使え
ば、HTMLファイルの文字コードを正
確にWebブラウザーに伝えられます。

カーソルが移動した位置から
以下のように入力

▶キーワード
HTMLファイル

p.275

Webブラウザー

p.275

シフトJIS

p.276

タグ

p.277

ホームページ

p.278

文字コード

p.278

記号の入力方法
半角文字で入力する

間違った場合は？

̲ ····························· s＋«

手順3で文字を間違って入力した場合

<meta charset="Shift_JIS">

" ·····························
＋2
bキーを押して削除し、もう一
は、s

の部分ではßキーを押して
半角の空白を入力する

度入力し直しましょう。
= ····························
s＋-

3

入力した内容を確認する

日本語を入力する前に
metaタグを入力
WebブラウザーがHTMLファイルを読

metaタグを
入力できた

み込んだとき、headタグの中にmeta
タグを見つけると、その内容から「こ
のホームページの文字コードはシフト
JISだ」と認識して、続く文章を解釈

キーワード

していきます。ですから、最初に漢字
やひらがなが出てくる前に、metaタグ

̲ ····························· s＋«

4

p.277

p.278
文字コードとは、コンピューターの内

かの文字コードと勘違いすると、文字

記号の入力方法

48

p.276

ショートカッ
トキー
トJIS」で作られたホームページをほ

c＋S ············· 上書き保存

操作説明

p.275
文字コードって何？

よって割り当てられる番号が異なりま

48 トキー
ショートカッ

「○○をクリック」など、それぞれの手順での
実際の操作です。番号順に操作してください。

p.275

Webブラウザー

文字コード

解説

終了タグ</meta>は
入力しなくていい

「&」
「<」
「>」が
表示された

HTMLファイル

ホームページ

4行目にカーソルが移動した

「○○を表示する」など、
操作の前提や
タグの役割や機能
1つの手順ごとに内容の見
意味、操作結
metaタグは、ホームページに関するさまざまな情報を記述するためのタグです。このレッスンでは、meta
出しを付けています。番号
果に関して解
タグを使って文字コードの種類を指定します。TeraPadでHTMLファイルを記述するときは、上記のmeta
順に読み進めてください。
説しています。
タグをそのままの形で<head>と</head>の間に入力してください。

1

❷Internet Explorer
で表示

▶キーワード

を入力しなければなりません。
前のレッ

" ····························· s＋2

スンで解説した基本的なタグを入力し

= ···························· s＋-

たら、次にmetaタグを入力しましょう。

そのレッスンで覚えておきたい用語の一覧です。巻末の用語集
の該当ページも掲載しているので、意味もすぐに調べられます。

もし入力を忘れてしまうと、Webブラ

❶文字コードを指定するタグ
を入力できたことを確認

❷レッスン⓫の手順8を参考に
ファイルを上書き保存

ウザーによってはホームページの文章
が文字化けしてしまいます。

49

ショートカットキー

テクニック

知っておくと何かと便利。複数
のキーを組み合わせて押すだけ
で、簡単に操作できます。

レッスンの内容を応用した、ワン
ランク上の使いこなしワザを解説
しています。

HINT!
テクニック

タグの内容に
「<」
「>」
「&」
を使いたいときは

開始タグと終了タグの間に入力する文章には、
半角の「<」

を示すための記号として扱われ、
「&」は特別な文字を示

「>」
「&」を使ってはいけません。この3つの文字を表示

すための記号として使われているからです。なお、全角

したいときには、それぞれ、
「&lt;」
「&gt;」
「&amp;」を

の「＜」
「＞」
「＆」は、そのまま入力しても構いません。

入力します。HTMLファイル内では「<」と「>」はタグ
❶bodyタグの中を以下のように入力

❷Internet Explorer
で表示

「&」「<」「>」が
表示された

13

2

metaタグを入力する

4行目にカーソルが移動した

文字コードの指定

<body>
<h1>&amp; 愛犬リクの部屋 &amp;</h1>
<h2>&lt; 祝！ リクとはじめてのお買い物 &gt;</h2>
</body>

文字コードって何？

レッスンに関連したさまざま
な機能や、一歩進んだ使いこ
なしのテクニックなどを解説
しています。
右ページのつめでは、
知りたい機能で
ページを探せます。

文字コードとは、コンピューターの内
部で文字の1つ1つに割り当てられた番
号のことです。文字コードの種類に
よって割り当てられる番号が異なりま
す。例えば、Webブラウザーが「シフ
トJIS」で作られたホームページをほ

間違った場合は？

かの文字コードと勘違いすると、文字
が読めなくなります。metaタグを使え
ば、HTMLファイルの文字コードを正

手 順 の 画 面と違うときには、
まずここを見てください。操
作を間違った場合の対処法を
解説してあるので安心です。

確にWebブラウザーに伝えられます。
カーソルが移動した位置から
以下のように入力

半角文字で入力する

<meta charset="Shift_JIS">

手順3で文字を間違って入力した場合
は、bキーを押して削除し、もう一
度入力し直しましょう。

の部分ではßキーを押して
半角の空白を入力する

3

間違った場合は？

入力した内容を確認する

日本語を入力する前に
metaタグを入力
WebブラウザーがHTMLファイルを読

metaタグを
入力できた

Point

み込んだとき、headタグの中にmeta
タグを見つけると、その内容から「こ
のホームページの文字コードはシフト
JISだ」と認識して、続く文章を解釈
していきます。ですから、最初に漢字
やひらがなが出てくる前に、metaタグ
を入力しなければなりません。
前のレッ
スンで解説した基本的なタグを入力し
たら、次にmetaタグを入力しましょう。
もし入力を忘れてしまうと、Webブラ

❶文字コードを指定するタグ
を入力できたことを確認

❷レッスン⓫の手順8を参考に
ファイルを上書き保存

ウザーによってはホームページの文章
が文字化けしてしまいます。

49

記号の入力方法
HTMLのタグなどを入力するときに必要となる記号の入力方
法を一覧にしています。どのキーか迷わず入力ができます。

各レッスンの末尾で、レッス
ン内容や操作の要点を丁寧に
解説。レッスンで解説してい
る内容をより深く理解するこ
とで、確実に使いこなせるよ
うになります。

※ここに掲載している紙面はイメージです。
実際のレッスンページとは異なります。

5
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第

1章

ホームページの
仕組みを知ろう
ホームページは誰にでも見られるものです。そして、誰に
でも作れるものです。この章では、ホームページの仕組み
を理解し、ホームページのもとになるHTMLファイルがど
のようにできているのかを見てみましょう。

●この章の内容

❶ ホームページって何？···············································12
❷ ホームページ作りを理解しよう································14
❸ ホームページの基本を知ろう···································16
❹ ホームページを無料で作ろう···································18
❺ ホームページのテーマを決めよう····························20

レッスン

1

ホームページって
何？
ホームページ

自分のホームページを作る前に、ホーム
ページとはどういうものなのかを確認して
おきましょう。ホームページを作れば、多
くの人に情報を公開できるようになります。
▶キーワード

ホームページは誰でも見られる

第
章 ホームページの仕組みを知ろう

1

URL

p.275

ホームページは「サーバー」と呼ばれるコンピューターに保存され

Webブラウザー

p.275

ています。サーバーは世界中にあり、インターネットに接続されて

WWW

p.275

サーバー

p.276

ディレクトリ

p.277

ホームページ

p.278

リンク

p.278

います。パソコンをインターネットにつなげて、Internet Explorer
などのホームページ閲覧用ソフトウェア「Webブラウザー」に見た
いホームページのURL（ホームページの住所）を入力すれば、誰で
も好きなホームページを見ることができます。

専用のサーバーにホームページ
のデータを保存しておく

Webブラウザーやパソコンの
種類に関係なく、ホームペー
ジを見ることができる

12

ホームページは誰でも作成して公開できる

URL って何？

ホームページは見るだけでなく、自分で作ることもできます。サー
バーに自分のホームページを保存すれば、インターネットにつながっ

「URL」
（Uniform Resource Locator）
は、1つのホームページに必ず1つある

ているすべての人に情報を公開できるようになります。Windows

「 住 所 」 で す。URLは、 次 の よ う に

やMacなど、パソコンの種類は関係ありません。

「http://」＋サーバー名＋サーバー上
のファイル名でできています。

1
ホームページ

●URLの例
ディレクトリ
（フォルダー）名

http://www7b.biglobe.ne.jp/~dekiruhp/index.html
サーバー名

ホームページはリンクでつながっている

サーバー上の
ファイル名

WWW って何？

ホームページの特徴は、インターネット上で情報を公開できるだけ
ではありません。
「リンク」という仕組みで自分のホームページをほ
かのホームページにつなげられることも大きな特徴です。互いにつ
ながり合ったホームページは、
全体で「WWW」
（ワールドワイドウェ
ブ）と呼ばれます。リンクを設定すれば、自分のホームページを
WWWに参加させることができます。ホームページを見た人は、リ
ンクをたどって、WWWに参加しているさまざまな人のホームペー

「WWW」は、
「World Wide Web」
（ワー
ルドワイドウェブ）の略で、
単に「Web」
（ウェブ）とも呼ばれます。世界中に
分散した情報をインターネットを通し
て利用するための仕組みです。ホーム
ページにURLという住所を付けて、そ
の住所を参照しながら情報を相互に結
ぶものです。

ジを見に行けるようになるのです。
リンクをたどって
さまざまな人が公
開している情報を
利用できるように
なる

◆WWW

◆リンク

いろいろな人に向けて
ホームページで情報発信
ホームページを作って情報を公開する
と、その情報はインターネットを通し
ていろいろな人に伝わります。見る側
も、リンクを通してより深い情報を得
ることができます。ホームページの最
大の特徴である「誰でも見られる」
「ほ
かのホームページとつながる」といっ

世界中のホームページが
リンクでつながっている

た部分を十分に理解して、分かりやす
いホームページを作っていきましょう。
ホームページを上手に使いこなせれ
ば、自分の持っている知識やオリジナ
ルの作品を多くの人に伝えたいという
人にとって、最高の道具となります。

13

レッスン

2

ホームページ作りを
理解しよう
ホームページ作成の流れ

自分でホームページを作るには、どうすれ
ばいいのでしょうか。このレッスンでは、
ホームページ作成の手順と、あらかじめ用
意しておくものについて解説します。
▶キーワード

ホームページ作成の手順

第
章 ホームページの仕組みを知ろう

1

FTP

p.274

ホームページは、
「HTML」
（エイチティーエムエル）と呼ばれるファ

HTML

p.274

イルで作られています。ホームページを見るときには、Webブラウ

Webブラウザー

p.275

アップロード

p.275

サーバー

p.276

プロバイダー

p.278

ホームページ

p.278

ザーがインターネットを通してサーバー上に保存されたHTMLファ
イルを読み取り、ホームページとして表示します。ホームページを
作るには、この逆の作業をします。
「HTMLファイルを自分で作る」
→「インターネットを経由してサーバーに保存（アップロード）する」
という流れが、ホームページ作成の手順です。

◆サーバー
サーバーを利用するには、
通常プロバイダーへの申
し込みが必要になる

❶ HTMLファ
イルを作成

サーバーにHTMLファイルや画像
ファイルを保存すると、ほかのパ
ソコンのWebブラウザーから見ら
れるようになる

❸Webブラウザーで
ホームページを表示

❷サーバー
に保存

Webブ ラ ウ ザ ー でHTML
ファイルを読み取るとホー
ムページとして表示される

◆HTMLファイル
ホームページは
HTMLファイルで
作られている

◆画像ファイル
画像ファイルの名前を
HTMLファイルに記述する

14

ホームページ作成に必要なもの
ホームページを作るには、最低でも3つの道具をそろえておかなけ
ればいけません。1つ目は、
HTMLファイルを作るソフトウェアです。
HTMLファイルの中身はテキストで作られているので、フリーソフ
トの「TeraPad」などのテキストエディターと呼ばれるソフトウェ
アで作成できます。2つ目は、HTMLファイルを保存して公開する

テキストエディターは、テキスト（人
間が読める文字の並び）を編集するた
めのソフトウェアです。テキストエディ
ターを使うと文章を編集できますが、
ワープロと違って文字に色や飾りを付

2

けることはできません。

ホームページ作成の流れ

場所になるサーバーです。サーバーは、プロバイダーに申し込んで

テキストエディターとは

本書で利用する「TeraPad」のように、

使えるようにします。3つ目は、HTMLファイルをサーバーに保存

フリーソフトとして公開されているテ

するのに使うソフトウェアです。この3つに加えて、ホームページ

キストエディターもあります。

で画像を表示するには、画像を加工するソフトウェアが必要になり
ます。
□ HTMLファイルを作るソフトウェア
 本書では、付属CD-ROMに収録しているテキス
トエディターの「TeraPad」を使います。
→レッスン❽
□ プロバイダーのサーバー
 サーバーを使うには、プロバイダーへの申し込み
が必要です。
→レッスン

フリーソフトとは
フリーソフトは、誰でも使えるように
無料で公開されているソフトウェアで
す。無料といっても、どんな使い方を
してもいいわけではありません。使う
前に「Readme.txt」などに記された
使用条件をよく読んでおきましょう。

FTPソフトとは
FTPソフトは、ホームページのデータ
をサーバーに置くために、パソコンと

□ HTMLファイルなどをサーバーへ
保存するためのソフトウェア
 本書では、付属CD-ROMに収録しているFTPソ
フトの「FFFTP」を使います。
→レッスン

□ 画像を加工するためのソフトウェア
 本書では、
付属CD-ROMに収録している「Paint.
NET」を使います。
→レッスン

サーバーの間で通信を行うソフトで
す。
「FTP」とはFile Transfer Protocol
の略で、ファイルの転送を行うときに
用いられる通信方式のことです。

ホームページは誰にでも作れる
毎日Webブラウザーで見ているホーム
ページは、どれも「HTMLファイルを
作る」→「サーバーに保存する」とい
う手順で作られています。本書では、
HTMLファイルの作り方やサーバーへ
の保存の仕方などの細かい手順を解説
していきます。必要なソフトウェアの
用意など、ホームページの作成にはい
くつかの準備が必要ですが、難しいこ
とはありません。本書で紹介すること
を順番に行っていくだけで、誰にでも
ホームページが作れるようになります。
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レッスン

3

ホームページの
基本を知ろう

ホームページのもととなるのは、HTML
ファイルです。HTMLファイルは、タグの
集まりでできています。タグとはどんなも
のなのか見てみましょう。

HTMLファイル

▶キーワード

タグはホームページの部品

第
章 ホームページの仕組みを知ろう

1

HTML

p.274

Webブラウザーで表示したホームページは、
「見出し」や「段落」
「画

Webブラウザー

p.275

像」などの部品で作られています。こうした部品は、
「<」と「>」

開始タグ

p.275

終了タグ

p.276

タグ

p.277

段落

p.277

ホームページ

p.278

の記号を使った「タグ」で作られています。ある言葉を<h1>と</
h1>で囲めば「見出し」という部品になり、
<p>と</p>で囲めば「段
落」という部品になるのです。HTMLファイルでホームページを作
るには、タグでいろいろな部品を作り、その部品を組み合わせてホー
ムページの中身を構成すればいいのです。
●Webブラウザーで表示したHTMLファイル
見出し

段落

画像

●TeraPadで表示したHTMLファイル（タグ）
見出し

段落
画像
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タグの基本的な入力方法

タグは大文字でも
小文字でもいい

タグは、ホームページに表示したい内容を、<●>のような「開始

開始タグや終了タグの中のタグ名、つ

タグ」と</●>のような「終了タグ」で囲んで入力します。下の例

まり<p>や</p>の中の「p」の部分は、

1にある「段落」の部品を作る「pタグ」
（ピー・タグ）では、開始
タグが<p>で、終了タグが</p>になります。<p>や</p>の中の

大文字でも小文字でも入力できます。
「<P>おはようご ざ います。</P>」
としても「<p>おはようございます。

「p」のように、開始タグの中の記号と終了タグの中の記号は、一致

3

</p>」としても同じ結果になります。

していなければなりません。また、例2にあるようにタグの「内容」

HHHH

本書では、タグ名はすべて小文字で統

に別のタグ（この例では強調を表す「emタグ」
）を入れることもで

一しています。

きます。タグの中にタグを入れることで、
「段落を作り、しかも1つ

H
H
H
H

の単語を強調する」などの、複雑な働きをする部品を作れます。
●一般的なタグ（例1）

<p>おはようございます。</p>
◆開始タグ
ここからタグが始まる
ことを示す

◆内容
ホームページに
表示したい内容

◆終了タグ
ここでタグが終わる
ことを示す

●タグの中にタグを入れる（例2）

<p>リクもついに<em>お買い物デビュー </em>しました！ </p>
◆タグの中のタグ

タグの内容にほかのタグ
を入れることができる

上のHTMLファイルをInternet Explorerで
開くと、下のように表示される

タグの組み合わせで
ホームページができる
HTMLファイルは、いろいろなタグを
組み合わせて作られています。このタ
グの組み合わせ方によって、Webブラ
ウザーで表示するホームページの内容
が変わります。タグは大きな建物を作
るための部品であるブロックの１つだ
と考えるといいでしょう。どのブロッ
クが屋根や床になるのか、どのブロッ
クをどのブロックにはめ込めるのかを
覚えれば、建物は作れます。同様に、
タグの役割や組み合わせ方を覚えれ
ば、ホームページを自由自在に作れる
ようになるのです。
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レッスン

4

ホームページを
無料で作ろう
テキストエディター

ホームページを作るには、お金を払って特
別なソフトウェアを買う必要はありませ
ん。本書では、すべて無料のソフトウェア
を使ってホームページを作成します。
▶キーワード

無料のテキストエディターでできる

第
章 ホームページの仕組みを知ろう

1

HTML

p.274

本書では「TeraPad」を使ってホームページを作っていきます。市

JavaScript

p.275

販のホームページ作成用ソフトウェアを使ってもホームページは作

Webブラウザー

p.275

スタイルシート

p.276

タグ

p.277

フリーソフト

p.277

ホームページ

p.278

成できますが、フリーソフトのテキストエディターは、無料で使え
るのが最大のメリットです。どんなホームページ作成用ソフトウェ
アでも、使い方を覚えるのに時間が掛かる上、いずれタグの知識は
必要となります。最初からTeraPadでタグの入力方法を覚えた方が、
お金が掛からない上に効率的です。

無料なので気軽に
使える

●メモ帳とTeraPadの違い
◆メモ帳
Windowsに標準で付属しているので
すぐに利用できる

18

◆TeraPad
インストールの手間はあるが、
タグが色分けされて見やすい

間違った個所がすぐに分かる
ホームページ作成用ソフトウェアに頼っていると、ホームページに
問題が起きたときに、どこが間違っているのかを発見しづらくなり
ます。例えば、
「ホームページをWebブラウザーで表示したら画像
が表示されない」というトラブルが起きたとします。テキストエディ
ターを使うことでタグを覚えていれば、画像を表示するためのタグ

タグの文法を覚えれば、ホームページ
作成用ソフトウェアで作ったホーム
ページのHTMLファイルを自分で修正
できます。逆に、TeraPadなどのテキ
ストエディターで作成したホームペー

4

ジをホームページ作成用ソフトウェア

テキストエディター

を調べて、すぐに修正できるようになります。

ホームページ作成用ソフト
ウェアと併用できる

に読み込ませ、ソフトウェアの機能を
使って飾りを付けることもできます。
ホームページ作成用ソフトウェアとテ
キストエディターを併用して、双方の
利点を生かしてもいいでしょう。
「ホームページ・ビルダー18」など
のソフトウェアを併用してもいい
◆ホームページ・
ビルダー18

トラブルの原因が分かり、
すぐに対処できる

将来のステップアップに役立つ
テキストエディターを使ってタグの文法を覚えれば、タグの文法を
ベースとしている「スタイルシート」
（第6章）や「JavaScript」
「CGI」
といったホームページ作成に関連するテクニックも覚えやすくなり
ます。ホームページ作成用ソフトウェアを使うと、そのソフトウェ
アができることしか覚えられないので、いつまでも同じようなホー
ムページしか作れないようになってしまいます。

テキストエディターを使って
基本知識を身に付けよう
ホームページを作るには、プロのデザ
イナーが使うような高価なソフトウェ
アをそろえる必要はありません。無料
のテキストエディターでタグを記述す
るだけでも、立派なホームページが作
れます。お金を掛けてソフトウェアを
そろえれば、ホームページ作りが楽に
なるとは限りません。ホームページ作
成ソフトウェアを使う場合でも、
「画像
がうまく表示できない」といったトラ
ブルが発生したときは、１つ1つタグを
チェックしていかなければいけません。

応用が効くのでホームページを
発展させられる

無料で使えるテキストエディターで、
最初からタグを覚えていけば、知識を
身に付けながら、最低限のお金と手間
でホームページを作ることができるの
です。
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レッスン

5

ホームページの
テーマを決めよう
テーマの決定

ホームページを作成する前に、何をテー
マにするのか決めておきましょう。テーマ
をはっきりさせれば、ホームページを作る
のも継続するのも楽になります。

自分の好きなことをホームページにしよう

第
章 ホームページの仕組みを知ろう

1

▶キーワード
HTMLファイル

p.275

タグを使ってHTMLファイルを作るということを理解したら、次に

フォルダー

p.277

ホームページの内容について考えましょう。まず、自分が持ってい

ホームページ

p.278

る趣味や、関心を持っている物事をあれこれ挙げてみましょう。ペッ
トの紹介や旅行記など、
自分の興味のあること、
好きなことなど、
テー
マは何でも構いません。本書では、例として「リク」という名前の
犬を主人公にした、ペットの生活を記録したホームページを作って
いきます。

好きなことの記録を
整理しておこう
テーマが決まったら、テーマに関する
素材を整理しておきましょう。本書の
例のようにペットをテーマにするなら、
育て方のメモやデジタルカメラで撮影

自分の趣味や関心を持っている
内容をテーマにする

した写真などです。長い文章を載せた
い場合は、ワープロソフトであらかじ
め作っておいて、後からHTMLファイ
ルに貼り付けてその文章を活用するこ
ともできます。デスクトップなど、自
分の好きな場所にホームページ用の
フォルダーを作り、ホームページに掲
載する素材をすべて保存しておいても
いいでしょう。
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更新しやすいテーマを選ぼう
ホームページは、一度に完成するものではなく、長い間に渡って更
新しながら作り続けていくものです。最初のうちは内容の少ないホー
ムページでも、徐々に内容を追加していけば、充実したホームペー
ジになります。内容を追加しやすい、発展性のあるテーマを選べば、
ホームページ作りが長続きします。例えば、日記風に情報を追加す
楽しく更新していけるでしょう。

自分の趣味をあれもこれも載せるよ
り、なるべく1つのテーマに絞り込ん
だ方が、見やすいホームページになり
ます。初めて見た人が「これは○○に
ついてのホームページだ！」とひと目

5

で分かるように作りましょう。テーマ

テーマの決定

るテーマや撮影したデジタルカメラの写真を活用できるテーマなら、

テーマは1つに絞り込もう

が2つ以上あるなら、それぞれ独立し
たホームページを作るのも手です。

身近な興味のあることをテーマにすると
ホームページを更新しやすい

必要に応じてテーマに関する写真や
情報を残しておくといい

身近なことをテーマにしよう
ホームページがいろいろな人に見られ
るものだからといっても、自分のホー
ムページのテーマを高尚にしなければ
ならないわけではありません。自分の
身近にある好きなもの、深く関心を
持っているものを選ぶ方が充実した内
容になり、ホームページ作りが長続き
します。また、
「こんなマイナーなテー
マでは、誰も見てくれないのでは」と
心配する必要もありません。世界には
何億人ものインターネット利用者がい
ます。必ず同好の士がいるはずです。
ありきたりなテーマしか思い付かない
人でも、ホームページを作り続けてい
けば、どんどん自分らしい独自の内容
が増えていくはずです。
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この章のまとめ
●ホームページは誰にでも作れる

第
章 ホームページの仕組みを知ろう

1

ホームページは、インターネットに接続でき

続けるのに必要なのは、高価なソフトウェア

る環境を持っている人なら、誰にでも作れま

や専門的な知識ではありません。むしろ、
「ホ

す。Webブラウザーでホームページを表示す

ームページはインターネットにつながってい

ることができるなら、HTMLファイルを記述

る人なら誰でも見られる」という基本的な仕

して自分のホームページを作ることができる

組みをしっかり押さえて、見やすいホームペ

のです。特別な準備は必要ありません。イン

ージを作っていこうという気持ちが重要で

ターネットからダウンロードして無料で使え

す。そのために本書でタグの使い方をしっか

るフリーソフトだけで十分です。インターネ

りと覚え、自分のテーマを誰にでも分かりや

ットに接続するために使っているプロバイダ

すく表現できれば、あなたのホームページは

ーは、ホームページ用のサーバーも提供して

人気が出るに違いありません。

います。ホームページを上手に作り、更新を
誰でも見られて、
誰でも作れる
基本的な仕組みを押さえれば、
見やすいホームページが誰に
でもすぐに作れる
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第

2章

ホームページを
作る準備をしよう
実際にホームページを作り始める前には、いくつかの準備
が必要です。この章では、Windowsの設定を変更してか
ら、ホームページ用のフォルダーを作り、TeraPadを使っ
てHTMLファイルを作る練習をします。

●この章の内容

❻ ファイルの種類が分かるようにするには················24
❼ HTMLファイルを保存する
フォルダーを作るには···············································26
❽ HTMLファイルを作るには········································28
❾ HTMLファイルを更新するには································32

レッスン

6

ファイルの種類が
分かるようにするには
フォルダーオプション

1

HTMLファイルを作ったり保存したりする
ときに、Windowsの設定を変えておくと
便利です。このレッスンでは、ファイルの
拡張子を表示する方法を紹介します。
▶キーワード

デスクトップを表示する

スタート画面を
表示しておく

［デスクトップ］を
クリック

すでにデスクトップが表示されて
いるときは、手順2に進む

拡張子

p.276

ファイル

p.277

フォルダー

p.277

第

ショートカットキー
＋D············· デスクトップの表示

章 ホームページを作る準備をしよう

2

＋E············· フ
 ォルダーウィンド
ウの表示

a＋¢······ フォルダーを閉じる

代表的な拡張子を覚えよう
よく使われるファイルの種類とその拡
張子には次のものがあります。ここに
挙げたファイルはホームページで公開
できます。
●主な拡張子とファイルの種類

2

拡張子

フォルダーウィンドウを表示する

デスクトップが
表示された

［エクスプローラー］を
クリック

ファイルの種類

.bmp

BMP画像

.css

CSS（スタイルシート）
ファイル

.gif

GIF画像

.htmlと.htm HTMLファイル

Windows Vistaで は、
［スタート］-［ドキュメ
ント］をクリックする

.jpg

JPEG画像

.js

JavaScriptファイル

.pdf

PDFファイル

.png

PNG画像

.txt

テキストファイル

.swf

Flashファイル

.zip

ZIPファイル（圧縮ファ
イル）

間違った場合は？
手順2でInternet Explorerをクリック
し た 場 合 は、
［閉じる］ボタン
（

） を ク リ ッ ク し てInternet

Explorerを終了してください。
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テクニック

ファイルの種類は拡張子で判断する

Windowsのフォルダーウィンドウでは、ファイルは拡張

アプリケーションをインストールすると、アイコンが変

子ごとに違うアイコンで表示されるのが普通です。ただ

わってしまうこともあります。ホームページを作成すると

し、JPEG画像とGIF画像のように、拡張子が別でも同じ

きには、
ファイルの種類を確実に区別することが大事です。

アイコンで表示されるファイルもあります。また、新しく

アイコンではなく、拡張子に注目するようにしましょう。

●Windows標準の状態

●拡張子を表示した状態

3

ファイル名の後の
文字でファイルの
種類が区別できる

［フォルダーオプション］
ダイアログボックスの設定は
むやみに変更しない

［フォルダーオプション］
ダイアログボックスを表示する

フォルダーウィンドウ
が表示された

フォルダーオプション

種類の違うファイ
ルも同じアイコン
で表示される場合
がある

6

❶［表示］タブ
をクリック

❷［オプション］を
クリック

手順4の［フォルダーオプション］ダ
イアログボックスで、
［隠しファイル、
隠しフォルダー、および隠しドライブ
を表示する］や［保護されたオペレー
ティングシステムファイルを表示しな
い］の設定を変更すると、削除しては

Windows 7/Vistaでは、
［整理］-［フォルダーと
検索のオプション］をク
リックする

いけないファイルまでが表示されるよ
うになります。うっかり重要なファイ
ルを削除するとWindowsが動作しな
くなることもあるので、
［登録されて
いる拡張子は表示しない］の設定だけ
を変更するようにしましょう。

4

拡張子を表示するように設定する
［フォルダーオプション］ダイアログ
ボックスが表示された
❶［表示］タブを
クリック
❷ここを下にドラッグ
してスクロール

ファイルの種類は
拡張子で区別される
Windowsは、拡張子でファイルの種
類を区別しています。ホームページを
保存するサーバーでも、Windowsと同
様に拡張子でファイルの種類を区別し
ます。また、HTMLのタグでファイル
名を指定するときには、拡張子まで含
めて入力します。ですから、必要なファ

［登録されている拡張子
は表示しない］の項目が
表示された
❸［登録されている拡張子は
表示しない］をクリックして
チェックマークをはずす

❹［OK］を
クリック

ファイル名に拡張子が
表示されるようになる

イルがどんな種類でどんな拡張子かを
知らないと、ホームページは作れませ
ん。例えば、
「riku.jpg」という画像ファ
イルの名前から「.jpg」という拡張子
の部分を取ってしまうと画像が表示で
きなくなります。
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7

HTMLファイルを保存する
フォルダーを作るには
新しいフォルダー

1

HTMLファイルや画像ファイルを保存す
るために専用のフォルダーを作りましょ
う。このフォルダーでホームページ作成用
のファイルを整理していきます。

［ドキュメント］フォルダーを表示する

ここでは［ドキュメント］フォルダーに
作業用フォルダーを作成する

第

❶［PC］を
クリック

レッスン❻を参考にフォルダー
ウィンドウを表示しておく

❷［ドキュメント］ Windows 8/7では、
［ライブラリ］をダブルクリック ［ドキュメント］をクリックする

▶キーワード
HTMLファイル

p.275

ファイル

p.277

フォルダー

p.277

ショートカットキー
＋E············· フ
 ォルダーウィンド
ウの表示

章 ホームページを作る準備をしよう

2

a＋¢······ フォルダーを閉じる
c＋s＋N
···························· 新しいフォルダー
™キーを押せば

すぐに名前を入力できる

手順3でフォルダーに名前を入力する
ときに、間違って画面のほかの部分を
クリックしたり、違う名前を入力して
しまったりしたときは、フォルダーを

2

選択して™キーを押しましょう。
フォ

新しいフォルダーを作成する

［ドキュメント］フォルダーが
表示された

❶［ホーム］タブ
をクリック

ルダーの名前の部分が反転し、すぐに
❷［新しいフォルダー］
をクリック

名前を入力できるようになります。
❶名前を入力し直
したいフォルダー
をクリック

❷™キー
を押す

フォルダー名を入力できる
ようになった

間違った場合は？
手順1で違うフォルダーを表示した場
合は、もう一度、手順1からやり直し
Windows 7では、［新しい
フォルダー］をクリックする
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Windows Vistaでは、［整理］-［新しい
フォルダ］をクリックする

てください。

3

フォルダーの名前を入力する

新しいフォルダーが
作成された

フォルダー名を入力できる
ようになった

フォルダー名やファイル名は
半角の小文字で付ける
ホームページ作成用のフォルダーや
ファイルの名前は、すべて半角のアル
ファベットか数字で付けます。
アルファ
ベットは小文字で統一してください。
漢字やひらがなを使ってはいけませ

7

ここでは［homepage］という
フォルダー名にする

❶「homepage」
と入力

新しいフォルダー

ん。アルファベットと数字以外には、
「-」
（ハイフン）や「_」
（アンダーバー）
を使用できます。

フォルダーは
どこに作成してもいい
作業用のフォルダーは、どこに作成し
ても構いません。デスクトップ上に
作ってすぐに開けるようにしておいて
もいいですし、
［PC］
（Windows 8/7
で は［ コンピ ュ ー タ ー］
、Windows
Vistaでは［コンピュータ］
）から［ロー
カルディスク（C:）
］を開いて、その
中に作ってもいいでしょう。本書では
例として、
［ドキュメント］フォルダー
の中に作業用のフォルダーを作成して

❷vキーを押す

4

います。

作業用のフォルダーが作成できた

［ドキュメント］フォルダーを
閉じる

［閉じる］を
クリック

作業専用のフォルダーを
作っておこう
ホームページを作るときは、
HTMLファ
イルや画像ファイルなどさまざまな
ファイルを扱います。それらのファイ
ルをバラバラに保存しておくと、いざ
ファイルを使うときに、どこに保存し
たか探さなくてはいけなくなり面倒で
す。また、違うフォルダーにHTMLファ
イルと画像フォルダーなどを保存して
おくと、ホームページを公開するとき
（第５章）や、
画像を扱うとき（第７章）
に複雑な作業をしなければいけなくな
ります。ホームページで扱うファイル
は、専用のフォルダーを作って、まと
めて管理しておくようにしましょう。
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レッスン

8

HTMLファイルを
作るには
名前を付けて保存
HTMLファイルの作成

1
第
章 ホームページを作る準備をしよう

2

アプリ画面を表示する

HTMLファイルを
作成する
スタート画面を
表示しておく

付録3を参考に付属CD-ROMに収録されている
TeraPadをインストールしておく

さあ、いよいよHTMLファイルを作ってみ
ましょう。ここでは、
「HTMLファイルを
作る」→「保存する」→「Webブラウザー
で表示する」という流れを練習します。
▶キーワード
HTMLファイル

p.275

Webブラウザー

p.275

ファイル

p.277

フォルダー

p.277

ショートカットキー
ここをクリック

＋E············· フ
 ォルダーウィンド
ウの表示

™··················· 名前の変更
c＋s＋S
···························· 名前を付けて保存

Windows 7/Vistaで
TeraPadを起動するには
Windows 8では、スタート画面を右クリックし、
［すべてのアプリ］をクリックする

Windows 7/Vistaでは、
［スタート］
メニューの［すべてのプログラム］か
らTeraPadを探して起動することもで

2

TeraPadを起動する

アプリ画面が
表示された

❶ここを右にドラッグして
スクロール

きます。デスクトップにTeraPadのア
イコンが見つからないときは、
［スター
ト］メニューから起動してください。
❶［スタート］をクリック

❷［すべてのプログラム］
をクリック
❸［TeraPad］を
クリック
❷［TeraPad］をクリック

❹［TeraPad］を
クリック
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