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Hop, Step, JavaScript!

プログラムは魔法の呪文
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Hop, Step, JavaScript!
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プ ロ グ ラ ム の 基 礎 を イ チ か ら 学 習

この本では、プログラムの考え方を理解すべく、
Webブラウザ上で動くプログラミング言語である「JavaScript」を材料に、基礎からゆるりと学んでいきます。
初回はまず、プログラミングとは何なのか、JavaScriptは何ができるのかを解説しましょう。
アブラカタブラアブラカタブラ。魔法の呪文＝プログラムを使いこなせれば、コンピュータに望み通りの指示を出せます。

text　菅沼辰弥
（株）ロクナナに所属。jQuery / MooToolsを利用した JavaScript開発や、その他Flash
などのフロントエンド開発、WordPressを用いての小中規模Webサイト構築などを
手掛ける。デジタルガジェットに目がなく、現在はAndroidアプリを鋭意勉強中。
http://rokunana.com/

presented by ロクナナ

Illustration 加納徳博
http://eco-dotto.com/

本記事で紹介しているソースコードは、以下の特設
ページからダウンロードできます。なお、ダウンロード
には、目次に記載されている IDとパスワードが必要と
なります。
http://book.mynavi.jp/special/hsjs/

View & Download



Hop, Step, JavaScript!

プログラムはコンピュータへの指示書

　プログラムとは、コンピュータに計算させる一連の

内容や順序などを記した指示書です。人間相手に渡

す通常の指示書では、相手がその分野に対してどれだ

けの能力を持っているかを考慮して、可能な範囲で

適切な指示を書き記す必要があります。それは、コン

ピュータが相手でも変わりありません。コンピュータ

はとても従順で、指示された内容を正確に、素早く処

理してくれる、単純作業のスペシャリストです。しか

し、どんなに簡単なことでも指示書にない作業を行う

ことはできないため、臨機応変に対処する必要がある

ことは苦手としています。

　たとえば、いくつかの書類に押印するプログラムを

コンピュータに処理させるには、「書類を机に置くこ

と」からこと細かく指示しなければなりません（01）。

コンピュータは、私たちが日本語や英語を使うよう

に、「1（電流が流れている状態）」と「0（電流が流れ

ていない状態）」の二つの言葉だけを理解することが

できます。1と0だけでプログラムを書くことができ

れば、コンピュータは高速かつ正確に処理を実行する

ことができるというわけです。

　それは人間が簡単に習得できるものではありませ

んが、逆に日本語で書かれた指示書をコンピュータが

1と0に翻訳することもできません。そこで、人間が

理解できる記述であり、なおかつコンピュータが1と

0に変換できる言葉が作られました。それが「プログ

ラミング言語」です。プログラミング言語には、Web

ブラウザで動作するものや、サーバ上で処理を行うた

めのものなど、たくさんの種類があります。それぞれ

用途が違うため、その時の状況にもっとも適した言語

を選択して使い分ける必要があります。
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コンピュータは曖昧な指示を理解できないので、最小単位まで分解して、
すべての動作を細かく指示する必要があります。ただし、きちんと指示を
伝えることができれば、書類が1万枚あろうとも、一瞬で正確に動作を実
行してくれるのです

◆01　コンピュータへの指示
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豊富なイラストで「なぜ?」を解消! 
Javaの第一歩を踏み出そう

『スッキリわかるJava入門 第2版』は、Javaの基礎から初
学者には難しいとされるオブジェクト指向まで、膨らむ疑問
にしっかり対応しました。Javaプログラミングの「なぜ？」が
わかる解説と約300点の豊富なイラストで、楽しく・詳しく・
スッキリとマスターできる構成となっています。「なんとなく
Javaを使っているけれど、オブジェクト指向の理解には自
信がない」「学習の途中で挫折してしまった」という方にも
おススメです。

スッキリわかる
Java 入門 第2版

インプレス
中山清喬・国本大悟（著者）
658 ページ
価格：2,376 円（PDF）

Java

300ものイラストで楽しく・詳しく・スッキリとマスター!

体験型の本書でプログラミングの
第1歩を踏みだそう！

『やさしくはじめるiPhoneアプリ作りの教科書【Swift 3＆
Xcode 8.2対応】』は、iPhoneアプリを作ってみたい初心
者のための入門書です。プログラミングが初めての人、苦
手意識がある人でも楽しく学んでいけるよう、なるべくやさ
しく、イラストや図をたくさん使って解説しています。本書
では実際にサンプルアプリを作りながら学んでいきますが、
イラストによる解説で、一歩ずつ丁寧に、iPhoneアプリ作
りの基本と楽しさを学べます。

やさしくはじめる
iPhoneアプリ作りの
教科書【Swift 3＆Xcode 8.2 対応】 

マイナビ出版
森巧尚（著者）、 
まつむらまきお（イラスト）
312ページ　価格：3,002 円（PDF）

Swift
（iOS開発）

作成するサンプルアプリは

シンプルで、
意味を理解しながら作っていける

イラストによる解説で、プログラミングがはじめての人でも学べる

会話のやりとりの中にも、

開発現場でのヒントが

詰め込まれている
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プログラミング未経験でも
Androidアプリを開発 !
Android
開発

JavaScriptを網羅的に
取り上げた骨太の1冊
Java
Script

幅広いジャンルで活躍 !
C#がキホンから学べる本

C/C++

初歩から順に理解できる
PHPとデータベース

PHP

PHP5.4の基本から
MySQLとの連携まで!

PHP

初めてのウェブ開発も安心
Rubyの文法を基礎から解説

Ruby

イラストでよくわかる
Android アプリのつくり方

Android Studio 対応版

親しみやすいイラストや、ステップバイステップで
の丁寧な解説が基本コンセプト。開発環境
「Android Studio」に対応し、Android のプロ
グラムを作りながら、自然に Java というプログラ
ム言語の知識が身につきます。

インプレス
羽山博・めじろまち（著者）

価格：2,138 円（PDF）

JavaScript 逆引きハンドブック

JavaScript の逆引きリファレンスの決定版。
JavaScript の機能を網羅的に取り上げていて、骨
太の 1冊になっています。JavaScript の基本的な
処理や便利な Tips はもちろん、HTML5 の API
についても数多く掲載しています。

シーアンドアール研究所
古籏一浩（著者）

993 ページ　価格：3,694 円（PDF）

基礎からわかる C#

本書はプログラミングの経験がある人を対象とし
た、プログラミング言語「C#」の入門書です。C#の
概要から基本的な文法、特徴的な機能まで、わかり
やすく解説しています。C# 6.0 の新機能について
も解説しています。

シーアンドアール研究所
西村誠（著者）

168 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしいPHPの教本
PHPとデータベースの基本を順番に学んで、実践
的なプログラムを完成させていく PHP の入門書
です。大事なポイントや勘違いしやすいポイントは
講師がフォロー。セミナーを受けている感覚で読み
進められます。

インプレス
柏岡秀男・池田友子（著者）

240 ページ　価格：1,836 円（PDF）

PHP+MySQLマスターブック
この一冊で PHPと MySQL の基本とWeb アプ
リケーションの構築法について学習できる実践的
なプログラミング入門です。現場必須のプログラム
構築法、API の活用法から、セキュリティ技術まで
詳しく解説します。

マイナビ出版
永田順伸（著者）

384 ページ　価格：2,916 円（PDF）

改訂 3 版
基礎 Ruby on Rails 

Ruby の文法やオブジェクト指向の考え方を初歩
から解説。アプリケーションのモックアップ作り、
データベースを導入し、ログイン・ログアウト機能
を加え、最終的にはメンバーや記事の管理ページ
までできあがります。

インプレス
黒田努・佐藤和人（著者）

536 ページ　価格：3,240 円（PDF）
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プログラミングの基本から
手取り足取りじっくり解説
コンテスト
・学習

必ずアルゴリズムの意味が
わかるようになる入門書！

はじめてプログラミングに
触れる前に読んでおこう
コンテスト
・学習

Go 言語の基礎から応用まで
ポイントがよくわかる

その他
言語

R 言語の機能を
目的から見つけ出せる!
その他
言語

プログラミングの初心者が
Python 3を学ぶのに最適

その他
言語

目指せプログラマー！ 
プログラミング超入門

本書は Windows 開発の標準ツールとも言える
「Visual Studio」を使い、C#というプログラミン
グ言語でプログラミングの基本を学びます。最終
的には、ちょっとしたアクションゲームが作れるく
らいになるのが目標です。

マイナビ出版
掌田津耶乃（著者）

312ページ　価格：2,074 円（PDF）

楽しく学ぶ
アルゴリズムとプログラミングの図鑑

図解とイラストを豊富に使ったアルゴリズムの入門
書。アルゴリズムとは『問題を解決するための考え
方』です。それが分かってきたら、8 種類のプログラ
ミング言語を使ったサンプルプログラムを実際に
試しましょう。

マイナビ出版　森巧尚（著者）、まつむらまきお（イラスト）
300 ページ　価格：2,689 円（PDF）

プログラミングの世界へようこそ

全くの初心者がプログラミングを勉強したいとき、
さまざまな疑問が湧いてきます。「どの言語を覚え
ればいい?」「文系でも大丈夫 ?」本書はプログラミ
ングに触れる前に知っておきたい基本をイラスト付
きで解説します。

マイナビ出版
尾川一行・中川聡（著者）

192ページ　価格：1,933 円（PDF）

改訂 2 版
基礎からわかる Go言語

Google が開発したプログラミング言語「Go」の
基礎から応用までをわかりやすく解説した 1 冊で
す。最新の Go 1.4 のバージョンに対応して改訂し
ました。Linux、Mac OS X、Windows の各環境
に対応しています。

シーアンドアール研究所　古川昇（著者）
240 ページ　価格：2,138 円（EPUB）

改訂 3版
R言語逆引きハンドブック 

本書では、最新バージョンのR 3.3.0 に対応し、R
言語の機能を目的から探すことができます。統計
が注目を集めるなか、Rを利用するユーザーも増え
ています。初心者でも使えるように、導入から丁寧
に解説しています。

シーアンドアール研究所
石田基広（著者）

800 ページ　価格：4,860 円（PDF）

基礎 Python 基礎シリーズ

プログラミングの初心者を対象にした Python 3
の入門書です。変数の取り扱いから、リスト、タプ
ルといったPython 固有のデータの操作、制御構
造や関数などについて、初心者でも基礎から学習
できるように説明しました。

インプレス
大津真（著者）

312ページ　価格：2,894 円（EPUB）
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