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はじめに

「JavaScript」というスクリプト言語は、インターネットの初期の頃から、ちょっとし

た演出などに活用されてきました。しかしその後、Flashなどの流行やWebブラウザ

に依存することもあり、敬遠されてしまう時期もありました。

しかし、Ajaxや jQueryの登場により、JavaScriptは再び注目されるようになり、スマ

ートフォンやタブレットでのWebサイト構築でも活用される今、Webの世界で最も重

要な技術の1つといえる存在になりました。

本書では、そんなJavaScriptを1からじっくりと解説しました。JavaScriptの基本と

jQueryの使い方を1冊で紹介し、入門から実践までをカバーできるように工夫してい

ます。初めての方から、どちらかの学習はしてみたけれど、体系的に全体を学習して

みたい方まで。そして、実務の上でちょっと使えるスクリプト集としても使えるよう、

題材をピックアップしています。

JavaScriptの学習として、日々の業務のリファレンスとして、活用して頂ければうれ

しく思います。

なお、本書の執筆にあたっては、映えるサンプルサイトを作ってくれたanygraphica 

田代さん、Twitterでの呼びかけに応じて素材を提供して頂いた皆様、そしてなにより

遅筆の筆者に根気よくお付き合い頂き、素晴らしい書籍に仕上げてくださったマイナビ

の伊佐さん・角竹さんをはじめとした、スタッフのみなさんにご尽力頂きました。心よ

り感謝いたします。

2012年3月

たにぐち  まこと
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PART 2
JavaScript入門

PART1
準備編

効率的に
プログラミング
したい

しっかり文法を
学びたい

覚えたことで
プログラムを
書きたい

実践的なプログラムを書きたい

文法・記法を確認したい

PART 3
jQuery入門

PART 4
実践編

本書につ
いて

章の構成
本書は、PART1からPART4までの4つの章で構成しています。
PART1「準備編」では、JavaScriptの勉強を始める前に読んでおきたいことをまとめています。本書
を使ってどんな風に学習を進めていけばよいか、また、環境の準備の仕方が分かります。
PART2「JavaScript入門」では、基本となるJavaScriptの文法をしっかり学びます。15の実用的な
作例が用意されているので、楽しみながら学んでください。分からないLectureがあったら、飛ばして
次へ進んで構いません。PART2～3については、本書の028ページも参考にしてください。
PART3「jQuery入門」では、jQueryの使い方を、12の作例を通じて学んでいきます。JavaScriptの
文法を学んだ上で jQueryを使ってみると、どのあたりが簡単になっているかよく分かるでしょう。
ニーズの高いアニメーションやエフェクトの使いどころも分かります。
PART4「実践編」では、実際の制作現場で作るようなプログラムを作っていきます。大きなプログラ
ムを作る場合のワークフローも紹介しています。PART2、PART3で学んだ内容が出てきますので、分
からなくなったら前に戻って復習してみましょう。

◀コラム、ワンポイント
つまずきやすいポイントの解説
や、知っておきたい追加情報を
まとめています。

◀練習問題
学んだ文法を使って解く練習問
題です。理解を試すためにも
チャレンジしてみましょう！

本書に出てくる補足情報
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準備編

Part 1

新しいことを学ぶときには、まず準備が必要です。「道具から入る」ということに抵抗があるかもしれませんし、パソコンさえあれば、無料ソフトなどで手軽に始められるスクリプト言語の学習の魅力でもあります。しかし、最初の準備をしっかり行っておくことが、スムーズな理解を助けることにもつながるでしょう。早く学習してみたい気持ちを抑えて、まずはここでしっかりと必要な道具や知識をそろえておきましょう。
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JavaScriptというプログラム言語は、その誕生を紐解くと「1995年」に登場という、Webの世界

ではかなり古い技術と言えます。その後、各Webブラウザにも搭載され、「Ajax」やスマートフォ

ン向けのサイト制作でも利用されるなど、現代のWebサイトにはなくてはならない技術に成長し

ました。

JavaScriptは、Webデザインとのかかわりも深く、デザイナやHTML・CSSを制作する程度の人

であっても、ぜひとも理解しておきたいプログラム言語の1つといえます。

しかし、いざ学習を始めてみると、意外と苦戦することに気が付きます。それもそのはず、Java

Scriptは本格的な「オブジェクト指向言語」であり、しっかりした基礎を身につけていなければ、

なかなか応用の効いたプログラムを作ることができません。

書店に行けば、さまざまな華やかなサンプルが掲載された書籍が溢れていて、すぐに真似して作

ったり、ライブラリを組み込んで使い始めることができます。しかし、ちょっと動きを変えたいとか、

画像を変更したいといったときに、とたんに複雑なプログラムに手出しができなくなってしまい

ます。

そこで本書では、JavaScriptを「理解する」ことを目標に、基礎の基礎にかなりのページ数を使

って解説していきます。決して派手なサンプルができるような書籍ではありませんので、退屈にな

ってしまうかも知れません。しかし、文章自体は全くの初心者の方にも理解できるように噛み砕い

て説明していますし、中身がしっかり理解できるサンプルばかりを集めました。

また、「意味のあるサンプル」を厳選したため、「このサンプルは動作はしたが、一体なんの役に立

つんだろう…… 」といった思いが残ることはないはずです。

1つひとつのサンプルをしっかり理解して本書を読み終わったあとは、きっとJavaScriptのことが

理解でき、使いこなすことができるようになっているでしょう。

JavaScriptを利用すれば、HTMLやCSSだけでは実現できなかったような新しい表現が可能にな

ります。ぜひ、しっかり理解し、新しい表現手段として活用してみましょう。

誰もが覚えたいJavaScript
Theme 1-1
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JavaScriptは「オブジェクト指向スクリプト言語」です。おそらく、この書籍を手にとった方は一

度はこの言葉を聞いたことがあり、セミナーやWebメディアや書籍などで、一度は学習を試みた

ことがあるでしょう。しかし、「オブジェクト」に「クラス」に「メソッド」「プロパティ」などと、

専門用語が次々に出てくるため、読むだけでも非常に難解です。

そこで、まずは難しい言葉をクリアするために、コンピュータに触れることなく、「オブジェクト

指向とは」を説明してみましょう。

料理で覚えるオブジェクト指向
Theme 1-2

「プログラムを開発」するという作業は、何もないところから何かを生み出すと作業のように思え

ますが、実際には「材料」があらかじめあって、それをどう変えていくかという作業になります。

つまり、「材料」から作れる範囲のものでなければ、この世に存在しないようものを作ることはで

きないのです。これは、「料理」に近いといえます。

芋や小麦粉などの材料から、さまざまな料理を作ることができますが、この世に全く存在しないよ

うな味を作ることはできません。そのため、料理をするときは「材料」や「調味料」の種類を覚え

て、それをどのように組み合わせ、どう調理するかがポイントになります。

プログラムも同様に、どんな機能（＝材料）に自分なりの味付け（＝デザインや演出）をして組み合

わせ（＝プログラム）、仕上げていくかという作業になるのです。

それでは例えば、卵焼きを作ってみましょう。レシピを作るなら、こんな感じになります。

1. たまごをボールに割って混ぜる

2. 味を調整する

3. 強火で30秒焼く

4. お醤油をかける

これで出来上がりです。

プログラム開発はクッキング

混ぜる
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それでは、この「卵焼きを作る」というレシピを、あえて「プログラム言語の入門書風」に説明し

ていきましょう。

1. 「たまご」オブジェクトの「割る」メソッドと「混ぜる」メソッドを実行する

2. 「甘さ」プロパティを加算する

3.「焼く」メソッドに、時間パラメータと火力パラメータを付加して実行する

4. 醤油オブジェクトで「塩辛さ」パラメータや「色」パラメータを変える

といった手順になります。大した作業でないにもかかわらず、かなり小難しくなります。なぜ、こ

のような難しい言葉を使うのかといえば、その方が説明が楽になるから。また、日本語に翻訳しな

いのも、正確な意味がうまく伝わらないからなのです。

実は、オブジェクト指向プログラム以前のプログラム（「構造化プログラミング」といいます）では、

各言葉が日本語に翻訳されていました。例えば、「function」は「関数」、「parameter」が「引数」、

「return value」が「戻り値」といった具合。

例えば、

といった説明を、日本語に訳すと

となり、結局分かりやすさは大して変わりません。

だからと言って、これをプログラム用語を用いずに説明しようとすれば、

などとなります。

分かりやすいかもしれませんが、かなり回りくどく、冗長な説明になってしまいました。皆さんも、

パソコンの操作に不慣れな両親などに「クリック」や「ドラッグ」などの言葉を使わずに、説明す

るともどかしくなるでしょう。専門用語は使えると便利なのです。

医療や法律ではもちろん、農業・製造業などなど、どんな業界にも専門用語は必ずあります。これ

を頑張ってクリアして、自在に使いこなせるようになることが、まずは第一歩なのです。頑張って

クリアしていきましょう。

C言語は、functionにparameterを指定して、returnを得る。

C言語は、関数に引数を指定して、戻り値を得る。

C言語は、コンピュータに動作させる命令に補足情報を与えて、その作業の結果を得る。
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①材料は「オブジェクト」
料理を作るときは、たまごや野菜、肉など、さま

ざまな材料を使います。この材料のことを「オブ

ジェクト」と言います。難しい言葉に見えますが、

英和辞典を調べれば「Object」は「物」という意

味で、要するに「たまごオブジェクト」は「たま

ごという物」です。

②行う作業は「メソッド」
「たまご」は、割ったり、焼いたり茹でたりできま

す。このような調理方法を「メソッド」と言います。

メソッド（Method）は英語で「方法」とか「方式」

という意味。たまごをどのような方法で調理する

かということになります。

ここでは、卵焼きを作るために「割る」というメ

ソッドと「混ぜる」メソッド、「焼く」というメソ

ッドを組み合わせて調理しました。これにより、

卵焼きが出来上がります。

このメソッドは、この順番で実行しなければなり

ません。「割る」メソッドの前に「混ぜる」は実行

できませんし、「混ぜる」を飛ばして「焼く」メソ

ッドを実行してしまうと、目玉焼きになってしま

います。

③保管用具は「変数」
割ったたまごは、一時的にボールの中に入れまし

た。このように、料理中は一時的に途中の材料を

保管しておく必要があります。割ったたまごをボ

ールに入れたり、調味料を小皿に入れたり、バッ

トやトレーも使います。これを「変数（へんすう）」

といいます。変数は日本語訳にしても、意味が分

かりやすいので日本語を採用しました。

専門用語を覚えよう
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④火加減などは「パラメータ」

焼くときは、火加減や時間を決めて焼かなければなりません。これを「パラメータ（Parameter）」

と言います。英語で「条件」などという意味ですが、ここでは「設定」などと言った方が分かりや

すいかも知れません。

「たまごを焼く」というだけでは、どのく

らい焼くのかが分かりません。真っ黒ご

げになってしまうかも知れませんし、ま

だ半熟かも知れません。そこで「2分焼く」

とか「じっくり目に焼く」など情報を補

足するためのものが「パラメータ」なの

です。

パラメータは必ずメソッドとセットで使

われます。「2分（＝パラメータ）焼く（＝

メソッド）」とか、「泡立つまで（＝パラメ

ータ）、かき混ぜる（＝メソッド）」という

具合ですね。

⑤味付けは「プロパティ」
焼く前に、ここでは少し味付けをしまし

た。砂糖を入れて甘みを足したり、明太

子などを入れて少し辛くしても美味しい

ですね。このような味の調整は「プロパ

ティ」と言います。

プロパティ（Property）は、英語で「特性」

「特質」といった意味。「味」や「色」な

ど後から変更できるものや、「野菜の名

前」など変更できないプロパティもあり

ます。

ここでは、たまごというオブジェクトの

「甘み」というプロパティを調整して甘い

卵焼きにしてみました。
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このように、料理をするときは材料に対して、何か調理をしたり味付けを調整したりして作り上げ

ていきます。そして、その料理の方法を書いたものが料理の「レシピ」です。

実は、プログラムは料理のレシピと非常に似ています。「プログラム（Program）」という言葉を英

和辞典で調べてみると「予定」や「計画」という意味になります。実は非常に身近な言葉で「結

婚式のプログラム」「卒業式のプログラム」など、式典にはプログラム、つまり「進行」や「計画」

がつきものです。

コンピュータのプログラムも、これと同じように「どのように動くかをあらかじめ決めたもの」な

のです。

コンピュータには、もともと「画面の文字を表示する」とか「利用者がフォームに入力した情報を

受け取る」、「算数の計算をする」といった能力、機能があります。この能力1つひとつが「材料」

です。これを、例えば次のように組み合わせてみましょう。

1. ユーザーが入力した数字を受け取る

2. その情報に1を足す

3. 結果を画面に表示する

プログラムとはレシピのこと

という具合に動作を組み合わせれば、右の

ような入力欄に数字を入れると、計算結果

が表示される「計算機」という立派なプロ

グラムが出来上がります。

これが、「プログラムを作る」という作業に

なります。そう考えると、プログラムを作

るという作業がかなり身近な存在になりま

す。ただし、プログラム開発の場合はコン

ピュータが理解できる専用の「プログラム

言語」を用いなければならない……という

のが難しいポイントです。
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ここまでの知識は、JavaScriptに限らず「オブジェクト指向」を採用したプログラム言語であれば、

共通している知識です。現在、オブジェクト指向を採用しているプログラム言語には、Flashの

「ActionScript」、「Java」、「PHP」、「Ruby」などがあり、近年のプログラム言語はほとんどがオブ

ジェクト指向になっています。

しかし、いくら「オブジェクト指向」を学んでも実際にプログラムを作れるようにはなりません。

実際に作るためには「プログラミング言語」を覚える必要があるのです。

では、このプログラム言語とはなんでしょう？　「言語」とは、私たちが話している「日本語」や「英

語」などのこと。つまり、コミュニケーションを図るための手段です。つまり「プログラム言語」

は「プログラムをコンピュータに伝えるためのコミュニケーション手段」なのです。

例えば次の言葉を見てみましょう。

これは日本語です。身近な人に実際に言ってみたら「えぇと、えぇと」と計算してくれるかも知れ

ませんし、「知らない」と冷たくあしらわれるかも知れません。しかし、コンピュータは非常に健

気なので、必ず答えを教えてくれます。

ただし、日本語でいくら話しかけても理解できません。次のように伝えてみましょう。

「プログラム言語・スクリプト言語」とは
Theme 1-3

01 document.write(365*24*60*60);

「1年が何秒あるのか教えてください」

これで、画面には右のように表示され、非

常に素っ気無いですが実に正確な答えを教

えてくれます。コンピュータは愛想はなく

ても計算は大の得意なので、とんでもなく

難しい計算でも、あっという間に計算して

くれます。このプログラムは、今の皆さん

には理解できないかも知れませんが、本書

を読み終わってから改めて見てみたら、き

っと簡単に理解することができます。ここ

では解説を控えますので、本書を読み終わ

ったらぜひ戻ってきてください。
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左ページでは「JavaScript」を使って記述しました。しかし、同じプログラムでもプログラム言語

によって、書き方が少しずつ異なります。

例えばPHPなら、

ActionScriptなら、

といった具合。やっていることは同じですが、少しずつ書き方が違っていますね。なぜ、こんな色々

な書き方があるのでしょう。これは、各プログラム言語がさまざまな目的を持って生まれたためです。

まず大きく分けると、そのプログラム言語を伝える「相手」によって異なります。これから皆さん

が学ぶ「JavaScript」はGoogel ChromeやFirefoxなどの「Webブラウザ」が理解できる言語です。

PHPは「ApacheなどのWebサーバーソフト」が理解でき、ActionScriptは「FlashPlayer」が理

解できるといった具合に、ソフトによって理解できる言語が違うのです。そのため、プログラマは

相手によって言語を使い分けなければなりませんから、これは大変です。

ときには、PHPとJavaScriptとActionScriptを組み合わせて、1つのWebサイトを作り上げたり

することもあり、そうなると3ヶ国語を同時に操る翻訳家のようになってしまいます。

しかし、実際にはそこまで難しいことではなく、プログラム言語はいずれも英語の単語と記号を組

み合わせて作られている程度です。中学レベルの英語力と、ちょっとした記号の組み合わせを覚え

ることができれば、最初のプログラムはすぐに作れるようになります。

さらに、JavaScriptとActionScriptは兄弟のような存在で、お互いはほとんど同じような作りに

なっています。

また、JavaScriptが理解できるWebサーバーが登場してきているなど、状況は変化しています。

もう少しすると、プログラムもより学習しやすい環境になるかも知れません。

ともあれ、本書は「JavaScript」の入門書になりますので、これから「Webブラウザと会話をして、

プログラムを制作するため」にJavaScriptを学習していくことになります。

たくさんあるプログラム言語
Theme 1-4

01 echo 365*24*60*60;

01 yearField.text = 365*24*60*60;
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英和辞典を活用しよう
columncolumn

本文では、各用語を説明するときに常に英語の意味を紹介しました。実は、これを調べるのはプ
ログラムの学習時にすごく重要です。
「メソッド」や「プロパティ」など、プログラムの専門用語だと思われている言葉も、実は英語で
は非常に一般的な言葉です。そもそも「プログラム」だって、英語圏の人には「計画」程度の意
味でしかないのですから、なんら難しさを感じる必要はありません。
例えば、次の言葉を見てみましょう。

あるメソッド名ですが、何をするものか分かりますか？　
「prevent」という単語の意味を知らないと、このメソッドの意味は分からないでしょう。しかし、
「prevent」は英和辞典で調べれば「何かを妨げる」という意味があります。「default」は、日本
語でも使われますが「標準」といった意味があります。
この「preventDefault」とは、「標準の処理を無効にする」というメソッドです。英語の意味が分
かっていれば、ほとんどそのまま書いただけのものなのです。
これからも専門用語や「メソッド名」にも意味の分からない言葉がたくさん出てきます。このとき、
「プログラム辞典」などで調べてしまうと、その説明文にもさらに専門用語が出てきてしまって、
全く理解することができません。
そこで、英和辞典で調べてみましょう。スペルが分からなければ検索サイトで調べることもでき
ます。例えば、「メソッド」のスペルが分からなければ、「メソッド スペル」とか、「英和 メソッド」
などと調べても、意外と検索結果がヒットします。
少しの手間で、理解できる速度がぐっと早くなりますので、1つひとつ調べていきましょう。

01 preventDefault();
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JavaScriptに限らず、プログラム言語の学習は一回書籍を読めば、すぐに理解できるという類い

のものではなく、スポーツのように、頭で理解した後、ひたすら「練習」をして体に覚え込ませな

ければなりません。

電車の中やカフェなどで、じっくり読むというのも良いかも知れませんが、できればやはりパソコ

ンの前に座って、1つひとつを実際に打ち込みながら、学習をしてみることをお勧めします。

そのため、まずは本項でそのための「準備運動」をして、しっかり練習に備えるようにしましょう。

JavaScript学習の準備を整える
Theme 2-1

スポーツも、良い道具をそろえないと、なかなか上達しませんし、体をこわしてしまったりします。

プログラムの学習も同様で、まずは良い道具をしっかりそろえておきましょう。

初心者だからこそ、適当な道具で始めるのではなく、多少は費用がかかっても良い道具をそろえた

方が、結果的には早く習得できたりするかも知れません（とはいえ、プログラムの学習にはほとん

ど費用はかかりません）。

エディタソフトは、基本的にはどのようなものでも構いません。しかし、できれば次に紹介するよ

うな、高機能なエディタを選ぶ方が良いでしょう。プログラムを「色分け」して表示できたり、間

違いを指摘してくれたりなど、エディタ自身が開発の手伝いをしてくれます。

・Adobe Dreamweaver / Windows、Mac  （有料）
http://www.adobe.com/jp/products/dreamweaver.html

・Em Editor / Windows  （有料・無料）
http://jp.emeditor.com/

 

・秀丸 / Windows  （有料）
http://hide.maruo.co.jp/software/hidemaru.html

良い道具をそろえよう

エディタソフト
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・Coda / Mac  （有料）
http://www.panic.com/jp/coda/

・skEdit / Mac  （有料）
http://www.altech-ads.com/product/10003714.htm

それぞれ、お試し期間などがあるので、いろいろ試してみて肌に合うエディタソフトを選ぶと良い

でしょう。筆者も常時数本のエディタソフトをインストールしていて、気に入ったものをとっかえ

ひっかえしています。

Dreamweaver

Coda
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v imやEmacsというエディタ
columncolumn

プログラマのブログなどを見ていると、vimやEmacsといったエディタソフトが登場することが
よくあります。そのため、これらを利用すると良いのかと思うかもしれません。

・vim
http://www.vim.org/

・Emacs
http://www.gnu.org/software/emacs/

しかし、残念ながら学習者にはあまり適していません。
vimやEmacsは、プロ好みのエディタに仕上がっており、使い慣れると手放せなくなるほどの機
能を誇っています。しかし、非常に取っつきにくいことも事実で、最初からこれらのエディタを
利用すると、逆に慣れるまでに時間がかかってしまうでしょう。
まずは、本文で紹介したようなエディタソフトを利用しながら、少しずつこれらのプロ仕様のエ
ディタも使ってみると良いかも知れません。

Webブラウザ

Webブラウザには、必ず次のソフトを利用してください。

・Firefox / Win・Mac  （無料）
http://mozilla.jp/fi refox/



024024 Part Part 1 準備編

普段、Webサイトの閲覧に利用するWebブラウザは自由に決めて良いのはもちろんですが、

JavaScriptの学習・開発にはFirefoxが現状では欠かせません。このソフトは必ずインストールす

るようにしましょう。

前ページのFirefoxのサイトで、「Firexox無料ダウ

ンロード」をクリックし、インストーラーをダウン

ロードします。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、右

図のウィンドウ上でFirefoxのアイコンをアプリケー

ションフォルダにドラッグします。

アプリケーションフォルダから

「Firefox.app」をクリックして起

動します。

Windowsの場合
ダウンロードした実行ファイルをダブルクリッ

クして、セットアッププログラムに沿ってセッ

トアップします。特に希望がなければ「標準イ

ンストール」を選べばよいでしょう。

終了したら、スタートメニュー内に登録された

「Mozilla Firefox」をクリックして起動します。
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Firefoxをインストールしたら欠かせない拡張ソフトが「Firebug」です。Firefoxに追加すること

ができ、JavaScript開発を助けてくれます。Firefoxで次のURLに訪れてください。

・Firebug

https://addons.mozilla.org/ja/fi refox/addon/fi rebug/

「Firefoxに追加（Add to Firefox）」ボタンをクリックしてしばらくすると、インストールウィンド

ウが開くので、インストールしてFirefoxを再起動します。

そうしたら、ウィンドウの右上にボタン

が表示されるので、これをクリックして

Firebugウィンドウを開きます。そして

上部のタブから［コンソール］を選びま

しょう。
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最初に開くと下図のように、「無効化」された状態になります。文中の「有効化」リンクをクリッ

クして有効にしておきましょう。次回からは、最初から有効な状態になります。

Firebugウィンドウが開いた状態です。
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こうして、JavaScriptを動作

させると、なにか異常があっ

た場合に図のような赤い文字

でエラーメッセージを表示し

てくれます。

しばらくは、これらのメッセ

ージを理解することは難しい

かも知れませんが、本書のサ

ンプルプログラムと見比べ

て、打ち間違えた場所を探す

ためのヒントにしましょう。

なお、Firebugのもう少し詳

しい使い方は本書で紹介して

いきます。

ツールにお金をかけるということ
columncolumn

無償で利用できるソフトがたくさんある現在では、ソフトウェアにお金をかけるというのは、な
かなか抵抗があるかも知れません。
しかし、筆者としてはソフトウェアは積極的にお金を払うべきと考えます。特に、プログラムの
場合は道具の力はなかなか大きなものがあります。
「まだ、慣れてないのに有料のソフトを使うのなんて恐れ多い」などという誤解もありますが、全
く逆で、初心者だからこそ「高級」なソフトを利用するべきです。
例えばスキーをする場合でも登山をする場合でも、すでに慣れたプロであれば、板きれで滑るこ
ともできるでしょうし、なにも持たずに登山をすることもできるかも知れません。その実力を持
った上で、アマチュアよりもさらに「高級な」道具を利用するわけです。
プログラムの世界も同様で、無料のソフトは実力がついてからなら使いこなせますが、いきなり
板きれでスキーの練習をするようなもので、逆に練習の足かせとなってしまうでしょう。多少お
金がかかっても、良いソフトをしっかり使うことが、理解を早めて、作業を効率的に行い、結果
的に「時間」という貴重なものを節約することにつながります。
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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

2017

3.6 おすすめ
電子書籍



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）

2017

3.6「プログラミング」

& &

&&

3 4 5

6 7 8



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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