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はじめに

「一億総プログラマー」の時代は、もうすぐそこに！

……なんて言われても、すぐには信じられないでしょうね。でも、身の回りを見てください。小学
生からすでにスマホを持ち、学校にはタブレットやノートパソコンがあり、まもなく自動車も冷蔵庫
も玄関の鍵も、何から何までデジタル機器で操作するような時代が到来しつつあります。すべてがデ
ジタルに！　それはそれで素晴らしいことでしょう。では、そのインターネットに繋いだ膨大な「モノ」
を操作するプログラムはいったい誰が作るんでしょう？
欧米では、義務教育からプログラミングの授業を取り入れている学校が増えています。優秀な子は
中学高校からプログラムを開発して起業するのが当たり前、なんて時代になりつつあるんです。「社
会に出て何かチャレンジしようと思ったら、プログラミングぐらいできるのが当たり前」な時代が、
すぐそこまできているのです。

「プログラミングの1つぐらいできるようになりたい！……でも、難しそうで自分には無理かも」

そう思っているあなた。プログラミングなんて、実は誰でもできるようになるんですよ。昔と違い、
今はプログラミングの環境も進化しています。「高度な知識や技術がないと無理」なんて時代はとう
の昔に終わっているんです。ただ、あなたがそれを知らないだけで。
この本では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
ング言語を使ってプログラミングの基本を学習していきます。最終的には、ちょっとしたアクション
ゲームが作れるぐらいになるのが目標。ここまで到達すれば、もう「プログラミングなんてできない」
とは誰にも言わせません。
プログラミングは、今や「教養」の1つと言ってもいいでしょう。単にプログラムが作れるという
ことでなく、「プログラミング的な考え方」が身についていれば、それはこの先、さまざまなシーン
で役立つはずです。
さぁ、今すぐVisual StudioとC#でプログラミングの世界に旅立ちましょう！

2015年5月　掌田津耶乃
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プログラミングの準備をしよう

プログラミングを始めるには、まずそのための準備が必要です。
開発ツール「Visual Sutdio Community」をインストールし、

プロジェクトを作って実行するまでの作業をできるようになりましょう。

学習のポイント

●プログラミング言語とツールの役割について頭に入れておきましょう。
●Visual Studio Communityが使えるように準備しましょう。
●プロジェクトの作り方とその内容について理解しましょう。

CHAPTER
1
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C#の環境を整えよう
1 1-

プログラミングの時代が来る！
今や、誰もがデジタルな端末に取り囲まれた世界で暮らしています。パソコン、スマートフォン、スマートテレ

ビに自動車まで！　あらゆるところでインターネットがつながり、さまざまなサービスがその場で利用できるような
時代が到来しつつあります。
こんな便利な時代がやってくるなんて、ちょっと前までは想像もつかなかったでしょう。でも、いいことばかり

ではありません。困った事態にもなっているんです。それは、

「ソフトウェア技術者が足りない！」

ということ。これ、実はこれから先の社会に大きな影響を与えるほどの大問題なのですよ。
身の回りにあふれるデジタル機器。それらはすべて「プログラム」で動いています。プログラムがなければ、

これらは何もできません。今までとは比べものにならないくらい膨大な機器が身の回りにあふれる時代には、必要
となるプログラムも従来とは桁違いに多くそして複雑になってきます。それらを開発する技術者、すなわち「プ
ログラマー」が足りないのです。
これからの時代、「プログラムできるか？」がその人の大きな評価となってくるでしょう。すでに欧米などでは、

義務教育からプログラミング学習を導入する動きも出てきています。いずれ日本もそうなるかもしれませんね。
が、そうなるまで待っている必要はありません。学生がプログラミング必修となる前に、人より一歩でも早く「プ

ログラミングする力」を身につけておく。それはきっと将来、あなたの武器になってくれるはずです。
――さぁ、今すぐにでもプログラミングを始めましょう！

プログラム

プログラム

プログラム
プログラム

プログラム

プログラム

プログラム
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プログラミングと言語の関係
……そうはいっても、いきなり「プログラミングを始めよう！」と言われて、すぐにスタートできるわけはありま

せん。そもそも、何をどうやって始めたらいいの？　用意するものは？　どんなプログラミング言語を覚えたらい
いの？　疑問だらけかもしれませんね。
そこで、「プログラミング」というものを始めるためにどんなことを考えておいたらいいか、ちょっと整理してみ

ましょう。

プラットフォームごとに違う
例えば、WindowsのアプリをMacにコピーしても普通は動きません。その逆もまた同じ。プログラムというのは、

それが動く環境に大きく影響されるのです。これはどんな分野のプログラムでも同じです。iPhoneのアプリは
Androidでは動かないし、Android Ware（Androidのスマート時計）のアプリはApple Watchでは動きません。
ということは、プログラムを作るときは「それが動く環境」を考えないといけない、ということになります。

WindowsのアプリはWindowsじゃないと作れません。もしMacで作れたとしても、それを動かすことはできな
いのですから、結局Windows環境が必要となるでしょう。だったら、最初からWindowsで作ったほうが手っ取
り早いですね。

プログラムは「プログラミング言語」で作る
プログラムは、「プログラミング言語」という言語を使って作成します。これはプログラムの挙動を記したもので、

実行したプログラムが何をどう処理していけばいいかを事細かに書いておくのです。この「プログラミング言語を
使って書かれたプログラムリスト」を記述し、それを使ってプログラムを作成する――それが「プログラミング」
というものなのです。

たくさんの言語がある
注意したいのは、「プログラミング言語は１つだけじゃない」ということ。たくさんの言語があり、それぞれに

性質や向き不向きなどが違っています。「すべてにおいてパーフェクトな万能言語」は、ありません。どのような
言語であれ、みんな「それが向いた分野」と「向いてない分野」があります。
例えばパソコンやスマホなどのアプリを作るための言語は、だいたい「このアプリはこの言語で作る」という

ことが決まっていることが多いものです。またWebなどの世界ではさまざまな言語が使われていますが、それも
「Webブラウザで動く言語」「サーバーの中で動く言語」など役割に応じて使われる場所が違っていたりします。

ウィンドウズ マッキントッシュ

WIN用
ソフト

WIN用
ソフト

さくさく
動くよ！！ ？？？？？
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言語ごとに開発ツールも違う
非常にわかりにくいのが、「プログラミング言語ごとに開発ツールも違ってたりする」ということ。プログラミン

グ言語というのは、別にそういうソフトが売られているわけじゃありません。たいていは、その言語を使ってソフ
トを作るための「開発ツール」というのがあって、それを使ってプログラミングをします。
この開発ツールも、言語や作るプログラムによって違ってくるのです。例えばパソコン用のアプリを作るための

開発ツール、iPhoneアプリを作るツール、Androidアプリを作るツール……というように、「何を作るか、そ
のためにどんな言語を使うか」によって「どんなツールを選ぶべきか」も変わってきてしまうのです。

Windowsのアプリ開発は「C#言語 = Visual Studio」
では、「プログラミングを始めてみたい」と思う皆さんが選ぶべきはどういうものでしょうか？　もちろん、人によっ

て「これがやりたい」ということは違うでしょうが、プログラミングをこれから始めようという場合、いきなり難し
いことに挑戦するのはちょっと大変です。一番入りやすいところから入門するのがいいでしょう。
となると、Windowsパソコンを使っているなら「Windowsで動くアプリ」を作ることから始めるのが一番でしょ

う。そしてWindowsのアプリを作るためには「C#」という言語と、「Visual Studio（ビジュアルスタジオ）」
という開発ツールを使うのがベストでしょう。理由はわりとシンプルなものです。

Visual Studioはマイクロソフトの純正ツール
「Visual Studio」というのは、Windowsの開発元であるマイクロソフトが開発するソフトウェアです。つまり、

「Windows純正ツール」なのです。Windowsのことを一番わかっている会社が作っていますから、やはり安
心です。
また、幅広い開発に対応できるように作られているため、機能的にも非常に強力で使いやすくできています。

タダで使える
これは大きいでしょう。やっぱりビギナーですから、実際にマスターできるかどうかもわからないことに大金はかけ

られませんよね？　「タダで使える」というなら、うまくいくかどうかわからなくても「とりあえず試してみるか」って
気にさせてくれます。

デスクトップ スマホ ゲーム

C#、C++
Visual Basic
Objective-C

Java
Objective-C

JavaScript
PHP、C、C++
ActionScript
HTML
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C#はWindows開発のための言語
Visual Studioで使われるのが「C#（シーシャープ）」という言語です。この他にもいくつかの言語に対応し

ていますが、Windowsアプリを作るとき、基本はこの「C#」なのです。
このC#はWindowsの開発元・マイクロソフトが自身で作り上げたプログラミング言語なのです。マイクロソフ

トが今後のソフトウェアのあり方を考えた次世代の標準的な環境となるもの（「.netフレームワーク」っていうも
のです）を設計し、その環境で動くプログラムを作るための言語として設計したのがC#なのです。
そしてWindows 7、Windows 8、さらにはWindows 10と、マイクロソフトのOSには標準で彼らが考え

た新しい環境「.net」が組み込まれるようになり、これらのWindowsで動くアプリを作る言語としてC#が広く
使われるようになりました。C#は、今ではWindowsアプリ開発の基本となる言語になっているのです。

しっかりしたスタンダードなオブジェクト指向言語
このC#という言語は、別に「マイクロソフトがWindows用に作ったから」という理由だけで広まったわけで

はありません。言語としてとてもよくできているからこそ、多くの人が利用するようになったのです。
現在のプログラミング言語では、「オブジェクト指向」という機能がとても重要視されています。C#は最初か

らこのオブジェクト指向という考え方を重視して設計されています。またその当時、すでに広く使われていた「Java
（ジャバ）」という言語などを研究し、多くの言語から優れた部分を取り込んで作っています。言語として実にわ
かりやすくしっかりできているのです。C#を覚えておけば、この先、新しい言語を覚える際にもきっと役に立つ
はずです。

Visual Studio Communityを用意しよう
では、実際に「Visual Studio］を手に入れてC#を利用していくことにしましょう。Visual Studioにはいく

つかのエディションがありますが、ここでは無料配布されている「Visual Studio Community」というものを
使うことにしましょう。以下のVisual Studioのサイトにアクセスしてください。

https://www.visualstudio.com/

Visual Studioのサイト。ここから「ダウンロード」ボタンをクリックする。
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このサイトの「無償の開発者用ツール」というところの下にある「Download」ボタンをクリックしてください。
ダウンロードが開始されます。ダウンロードされるのは「vs_community.exe」という、わずか２MBに満たな
い小さなプログラムです。これがVisual Studio Communityのインストーラです。

Visual Studio Communityのインストール
では、ソフトウェアをインストールしましょう。ダウンロードしたインストーラをダブルクリックして起動してください。

画面が現れて、「げっ、英語!?」と驚いた人もいるかもしれませんね。プログラミング関係のソフトはたいていは
米国製です。日本語化されていないものもけっこう多いので、英語の表示には慣れておかないといけません。そ
う難しいものではないので、がんばってインストールしましょう。

インストーラを起動したところ。

起動すると黒いウインドウが現れます。ここでインストールする場所と、その他に２つのチェックボックスが表
示されています。インストールする場所はデフォルトで設定されたままにしておきましょう。２つのチェックボック
スは次のように設定します。

I agree to the License Terms and Privacy Policy
これはライセンスの利用許諾契約に同意します、というチェックです。要するに「そっちが決めた通りの使い方

をします。違反はしません」ということですね。これは必ずONにして「同意しますよ」ということを示しておきます。

Join the Visual Studio experience Improvement…略…
その下にあるこのチェックは、Visual Studioの改善のために利用状況などの情報をマイクロソフトに提供する

ことに同意する、というものです。具体的なプログラムの内容や個人情報などは一切送られないので心配はいり
ません。が、「なんか気持ち悪い」という人はOFFにしてもいいでしょう。Visual Studioの利用にはまったく
影響ありません。

「I agree ……」のチェックをONにすると、ウインドウの下のほうに「Next」ボタンが現れます。これをクリッ
クしてください。
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次に進むとインストール項目を設定できる。

次に進むと、「Optional features to install」と表示された画面が現れます。これはインストールする項目
を選択するものです。内容はよくわからないでしょうから、デフォルトのままにしておきましょう。
右下にある「Install」ボタンをクリックすれば、インストールが開始されます。終わるまで相当時間がかかるので、

ひたすら待ちましょう。

インストールする項目をチェックし「Install」をクリック。

すべてのインストールが完了したら、下に「LAUNCH」ボタンが表示されます。これをクリックするとVisual 
Studioが起動します。が！　まだ起動しちゃダメですよ。右上のクローズボックス「×」をクリックしてインストー
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ラを終了してください。Visual Studioを起動する前に、まだやっておくことがあるんですから。

インストールが終了したら、ウインドウを閉じて終了する。

言語パックをインストールしよう
実は、この他にもう１つインストールするものがあります。それは「言語パック」です。インストーラを見て気

がついたように、Visual Studioは英語のソフトです。このままだと表示もすべて英語です。これでは使いにく
いので、マイクロソフトはいくつかの言語向けにローカライズするためのパッケージを用意しているのです。これ
が「言語パック」です。
もちろん「英語は得意だからこのままでOK！」という人もいるでしょうが、多くの人は「できれば日本語のほ

うがありがたい」と思っているはず。そこで言語パックを入手し、組み込んでおくことにしましょう。
まずは次のアドレスにアクセスしてください。

https://www.visualstudio.com/downloads/download-visual-studio-vs

Visual Studioのダウンロードサイト。
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ここがVisual Studioのダウンロード関係をまとめたページです。ここにずらっとVisual Studioの各エディショ
ンやバージョンがリスト表示されます。ここをスクロールして「Visual Studio Community & Express」とい
うところを表示してください。そして、「Community 2013 Update XXX」（XXXはアップデート番号）とい
う項目を探します。
これをクリックすると、Visual Studio Communityのダウンロード内容が表示されます。そこに「Visual 

Studio 2013 言語パック」という項目があります。この「ダウンロード言語」から「日本語」を選び、その下
にある「インストールオプション」のアイコンをクリックすれば、言語パックのインストーラがダウンロードされます。

「言語パック」から日本語を選び、ダウンロードする。

ダウンロードされるのは、「vx_langpack.exe」というプログラムです。これをダブルクリックして起動すると、
インストーラが起動します。画面に「ライセンス条項およびプライバシーポリシーに同意します」というチェックボッ
クスがあるので、これをONにしてください。そして下にある「インストール」ボタンをクリックすれば、インストー
ルが開始されます。

言語パックのインストーラ。ライセンス条項に同意してインストールする。
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これもVisual Studioほどではありませんが、けっこう時間がかかるのでひたすら待ちましょう。すべて完了し
たら「セットアップが正常に終了しました」と表示されるので、「閉じる」ボタンをクリックしてインストーラを終
了しましょう。

インストールが終わったら「閉じる」ボタンで終了する。

「インストールされている言語リソースのバージョンの不一
致が検出されました」
言語パックをインストールすると、最後のところでこういうエラーメッセージが表示されることがあります。特に、古い
バージョンのVisual Studioなどをインストールしたことがあると発生するようです。
多くの場合、そのままインストールして日本語に表示を設定すれば問題なく動作するので、そのまま「OK」ボタンをク
リックしてインストールが終了するまで作業を進めればいいでしょう。

こんなエラーメッセージが表示されても慌てない！
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Windowsアカウントについて
Visual Studioを利用するとき、その準備として1つ頭に入れておいてほしいのが「Windowsアカウント」です。

Visual Studioはそのまま単体でも使えるのですが、Windowsアカウントでログインすることで、そのデータな
どをマイクロソフトのクラウドサービスで管理したりできるようになります。今すぐ覚える必要はありませんが無料
で使えるサービスなので、利用できる準備だけでも整えておくとよいでしょう。
皆さんはWindowsを利用しているとき、どのようなアカウントでログインしていますか？　Window 8以降で

はログイン時にWindowsアカウントを利用できるようになっています。あるいは、Windowsストアを利用すると
きもアカウントを入力してログインしますね？　このときに使われるのもWindowsアカウントです。
このアカウントがすでに用意されていればOKです。そのアカウントを使ってVisual Studioでログインできます。

もし、まだアカウントを作っていない場合は以下にアクセスしてください。

https://signup.live.com/

サインアップのページ。

「セットアップがブロックされました」
Visual Studioや言語パックのインストーラを起動すると、いきなり「セットアップがブロックされました」という表示が現れ、
インストールができなくなってしまうという現象が確認されています。すでにVisual Studioをインストールした経験
がある場合に発生しやすいようです。
この場合は、インストーラを使って強制的にアンインストールを行ってください。これは、コマンドプロンプトを使っ
て行います。インストーラが「ダウンロード」フォルダに保存されているなら、コマンドプロンプトを起動し、「cd 
Download」とタイプして「ダウンロード」フォルダに移動します。そして、以下のように実行してVisual Studioと言
語パックをアンインストールします。

　vs_community.exe /uninstall
　vs_langpack.exe /uninstall

これらを実行し、パソコンをリスタートすると完全にVisual Studioが取り除かれるので、改めてインストールを行っ
てください。
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ここで自分の名前やユーザー名（登録するメールアドレス）、パスワード、国、郵便番号、生年月日、性別な
どを入力し、一番下に表示されているアルファベットのグラフィックを入力して「アカウントの作成」ボタンをクリッ
クすると、アカウントが作成されます。このとき登録したメールアドレスとパスワードは必ずメモしておいてください。
忘れるとログインできませんよ！

Visual Studioを起動しよう
さあ、ようやく準備が整いました。ではVisual Studioを起動しましょう。Windows 7まではスタートメニュー

の「すべてのプログラム」内から「Visual Studio 2013」というグループにある「Visual Studio 2013」
を選んでください。Windows 8以降はスタートパネルの左下にある「↓」ボタンをクリックしてインストールさ
れているすべてのプログラムのリストを表示し、「visual sutdio」で検索すればすぐに見つかります。

起動すると、Visual Studioにサインインを求められる。

起動すると、最初に「ようこそ。Visual Studioにサインインしてください。」と表示されるので、Windows
アカウントでVisual Studioのサイトにログインをします。「サインイン」ボタンをクリックしてください。

アカウント名とパスワードを入力しサインインする。
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サインインのウインドウが現れます。ここでWindowsアカウントとパスワードを入力します。

ダイアログが出たら、「はい」を選んでおく。

「このパスワードを記録しますか？」とダイアログが現れるので、「はい」ボタンで記録しておきましょう。
これでVisual Studioにログインし、初期化処理がスタートします。これにはちょっと時間がかかるので待ちましょ

う。しばらく待っていると、Visual Studioが起動します。

Visual Studioが起動した！
さぁ、これでようやくVisual Studio Communityが起動しました。Visual Studioの画面には、起動したば

かりなのにいろいろな情報が表示されていますね。Visual Studioでは1枚のWindowの中にいくつもの小さな
ウインドウが組み合わせられた形になっています。まずは、この「さまざまな役割のウインドウが組み合わせられ
ている」ということをよく頭に入れておきましょう。
起動して現れるウインドウでは、「スタートページ」というタイトルが表示されたウインドウが中央に大きく表示

されています。このスタートページというのは、Visual Studioを起動して最初に行う操作をまとめたものです。
例えば新しいプロジェクトを作ったり、すでに作ってあるプロジェクトを開いたり、Visual Studio関連の最新情
報をチェックしたり、といったことですね。

Visual Studio Communityの起動画面。スタートページが大きく表示されている。
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これは、こうした機能をまとめておけば便利だろう、ということで用意されたものです。ただし、それぞれの
機能はVisual Studioに用意されているものですから、スタートページ自体は使わなくてもかまいません。こうい
う表示がうざいという人は、「スタートページ」のタイトルにある×をクリックして閉じてしまってもかまいませんよ。

もしも英語で表示されたら？
場合によっては、言語パックをインストールしたのに起動したら英語のまま表示された、という人もいるかもし

れません。これはインストールに失敗しているという可能性もありますが、ただ単に表示がうまく日本語に切り替わっ
ていないだけ、ということもあります。
この場合は設定を変更すれば日本語に切り替わります。「TOOLS」メニューの「Options...」メニューを選

んで設定ダイアログを呼び出してください。現れたウインドウの左側にあるリストから、「Environment」という
ところにある「International Settings」という項目を選びます。そして、右側に現れる「Language」とい
うポップアップメニューから「日本語」を選びます。
これで、Visual Studioを再起動すれば表示が日本語に切り替わります。

設定ダイアログでInternational Settingsから使用言語を切り替える。

ウインドウは動かせる
Visual Studioに用意されている１つ１つのウインドウの具体的な機能などは今すぐ覚える必要はありませんが、

これらのウインドウの基本的な操作ぐらいは頭に入れておきましょう。
まずはウインドウの位置についてです。ウインドウの中には小さなウインドウがいくつも組み込まれていますが、

これらは固定されているわけではありません。自分で別の場所に移動したり、あるいは別のウインドウとして表示
したりできるのです。ウインドウのタイトルバーの部分をマウスでドラッグして移動すれば、そこから切り離されて
別ウインドウとして使えます。
実際にやってみましょう。起動した状態では、ウインドウの右側に「ソリューションエクスプローラー」とタイト

ル表示された縦長のウインドウが組み込まれているでしょう。このタイトルバーをドラッグして動かしてみてください。
別ウインドウとして切り離されます。
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ソリューションエクスプローラーのタイトルをドラッグして移動すると、別ウインドウに切り離せる。

ウインドウをドラッグしている最中、Visual Studioのウインドウ内の上下左右や中央に小さなウインドウのアイ
コンのようなものが表示されるのに気がついたことでしょう。これは、そのウインドウがドッキングできる場所を表
しています。
このウインドウアイコンにマウスポインタを重ねると、Visual Studioウインドウのエリアが淡い水色に変わります。

このままマウスボタンを離せば、その水色に表示されていたエリアにドラッグしていたウインドウが嵌めこまれます。
ちょっとわかりにくいですが、実際に何度か操作すればウインドウの組み込み方はすぐに慣れるでしょう。

ウインドウのアイコンにマウスポインタを重ねると、組み込まれるエリアが水色で表示される。

ウインドウと「ピン」
Visual Studioでは、ウインドウの表示の仕方でとても面白い仕組みが用意されています。それは「ピン留め」

という考え方です。
Visual StudioのWindow内にはいくつもの小さなウインドウが組み込まれていますが、これらのウインドウは

常に表示されるとは限りません。組み込まれているウインドウはとてもたくさんあるので、全部を表示させると１つ
１つのウインドウが小さくなり、とても使いづらくなります。
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そこで、使わないときはウインドウをたたんでしまっておくことができるようになっているのです。内部に組み込
まれている小さいウインドウ（例えば「ソリューションエクスプローラー」のウインドウ）を見てみると、そのタイ
トルの右端に「押しピン」のようなアイコン が表示されているのに気がつくでしょう。

タイトルバーの右端に、ピンのアイコンが表示されている。

このピンのアイコンは、文字通り「ウインドウをそこに留めておく」というものです。パッケージエクスプローラー
は画面に常に表示されていますが、それは、このピンで留めてあるからなんです。
試しに、ソリューションエクスプローラーのピンアイコンをクリックしてみましょう。すると、ウインドウが消えて

しまいます。代わりに、Visual StudioのWindow右端に「ソリューションエクスプローラー」というタブのよ
うなものが表示されます。

　　

ピンをクリックすると（左）、パッケージエクスプローラーのウインドウが消えてタブだけ表示されるようになる（右）。

このタブをクリックすると、画面にソリューションエクスプローラーが現れます。そして他の場所をクリックすると、
また消えてタブの状態に戻ります。こんな具合に、使うときだけタブをクリックしてウインドウを呼び出すようにな
るのです。

　　

タブをクリックすると（左）、パッケージエクスプローラーのウインドウが現れる（右）。

常時ウインドウを表示させておきたくなったら、もう一度ピンアイコンをクリックします。要するに、ピンアイコ
ンでウインドウの自動非表示機能をON/OFFしているのですね。
Visual Studioのウインドウをよく見ると、この「ウインドウを非表示にしたタブ」がいくつか表示されている

のに気がつきます。例えば、デフォルトではウインドウの左端に「ツールボックス」といったタブが見えるでしょう。
これもタブをクリックすれば、そのウインドウが現れます。

m

m
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「ツールボックス」というタブをクリックすると（左）、ウインドウが現れる（右）。

こんな具合に、Visual Studioではいくつものウインドウがタブの形で隠れた状態になっていたりするのです。
Visual Studioを使うときは、この「ウインドウ周辺にあるタブ」に注意しましょう。もしタブがあれば、そこには
「ウインドウが隠れて」いるのです。

ウインドウは「表示」メニューで
この先、この本の説明を読んでいくと「あれ？　自分のVisual Studioではこのウインドウがないぞ？」なんて

ことがあるかもしれません。それはタブで隠れているだけかもしれませんし、あるいはウインドウを開いてないだ
けかもしれません。
Visual Studioのウインドウ内に表示される内部のウインドウは「表示」メニューにまとめられています。

「表示」メニュー。ここからVisual Studioのウインドウ内に表示されるものをON/OFFできる。

m
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ここから使いたいウインドウのメニュー項目を選ぶと、それがVisual Studioのウインドウ内に表示されます。
よく使われるものは「表示」メニューを開いたところにメニュー項目がありますし、あまり使うことのないものは「そ
の他のウインドウ」というメニューのサブメニューとして用意されています。
まだ、それぞれのウインドウの使い方など細かく覚える必要はありませんが、「画面に表示されていないウイン

ドウはどうやって呼び出せばいいか？」ぐらいは覚えておきましょう。この先、この本を読んでいて「○○のウイ
ンドウで……」と説明があったとき、「あれ？　そのウインドウ、ないんだけど？」などということになったら困り
ますからね。いつでも必要なウインドウをぱっと開けることができるようにしておきましょう。
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プロジェクトってなに？
では、Visual Studioを実際に使ってみましょう。こういうのは「習うより慣れろ」です。実際にプログラム

を作りながら、その基本的な作業の進め方を頭に入れていくことにしましょう。
まずは「プロジェクトの作成」からやりましょう。プロジェクト。すでに本書でもちらっと登場していますね、この単語。

これは「プログラムの作成に必要なさまざまなファイルやライブラリ、設定情報などをまとめて管理するためのも
の」です。
プログラムの作成ではさまざまなデータが必要になります。プログラミング言語で処理するリストを書けば完成、

なんてものではありません。他にもプログラムから利用するファイル類や、作成するプログラムに関する情報をま
とめた設定など、いろいろ必要になるのです。それらをまとめ、プログラムの作成に必要なものをすべて一括し
て管理するようにしたのがプロジェクトです。
Visual Studioでは基本的に「１つのプログラム＝１つのプロジェクト」という感じで作っていきます。新しい

プログラムを作る際には新しいプロジェクトを作る――これが開発の基本なのです。

Visual Studioを使っていくと、この「プロジェクト」とは別に「ソリューション」という言葉もよく登場します。
これも作成するプログラムに関する1つの単位のようなものです。
ソリューションはシステムなどを構築する際、それに必要なプログラムを作るプロジェクトをまとめて管理するた

めのものです。複雑な開発になると、システムを構築するためにいくつものプログラムを作って組み合わせてい
かないといけません。こんなときにソリューションが役立ちます。いわば、ソリューションというのは複数のプロジェ
クトを1つにまとめるための「フォルダ」だ、と考えればよいでしょう。
私たちがこれから作っていくサンプルは、基本的に「１プログラム＝１プロジェクト」という形でシンプルにまと

められたものばかりです。ですから、「１つのソリューション＝１つのプロジェクト」と考えていいでしょう。実際
にプロジェクトを作成してみると自動的にそのプロジェクトを保管するソリューションが作られ、その中でプロジェク
トが開かれていることに気がつきます。

プロジェクトを動かそう
1 2-

ファイル
ライブラリ

設定

プロジェクト
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ソリューションというものをあまり意識する必要はありませんが、「プロジェクトはソリューションというフォルダ
の中に入ってるんだ」という程度には理解しておきましょう。

「新規プロジェクト」の作成
では、プロジェクトを作成してみましょう。ここではWindowsで動く「デスクトップアプリ（ケーション）」を作っ

ていきます。
Windows 8以降では、「Windowsストアアプリ」と「デスクトップアプリ」の２種類のプログラムが動くようになっ

ています。WindowsストアアプリというのはWindows 8から新たにサポートされたもので、全画面で表示され
るアプリです。デスクトップアプリというのはWindows 8以降のデスクトップモード（昔ながらのタスクバーやファ
イル／フォルダのアイコンが表示される画面のことです）にウインドウで表示されるアプリのことです。今回は基
本であるデスクトップアプリを作ってみます。
以下の手順に従って作業をしましょう。

①「プロジェクト」メニューを選ぶ
新しいプロジェクトは、「ファイル」メニューの「新規作成」メニューの中から「プロジェクト...」メニューを選

んで作成します。あるいは、スタートページが表示されているなら、そこにある「新しいプロジェクト..」という
リンクをクリックしても同じです。

「新規作成」メニューから「プロジェクト...」を選ぶ。

②「新しいプロジェクト」ウインドウが現れる
画面に「新しいプロジェクト」とタイトルが表示されたウインドウが現れます。ここで、作成するプロジェクトに

関する設定をします。このウインドウでは次のような項目が表示されます。

ソリューション

プロジェクト2プロジェクト3

プロジェクト1
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上部のポップアップ
中央上部に「.NET Framework 4.5」といった表示があります。これは、作成するプロジェクトで使うフレー

ムワークを選択するところです。Windowsでは「.netフレームワーク」という、アプリケーションの基本的な仕
組みをまとめたソフトウェア（これが「フレームワーク」です）を使ってアプリを使います。このバージョンを選
ぶところです。

テンプレートの選択
ウインドウの上部にあるリストです。これは、作成するプロジェクトのテンプレートを選ぶところです。プロジェ

クトは作るプログラムによっていろいろと違ってくるのです。用意するファイルや必要なライブラリ、プロジェクト
の設定などが微妙に違ってくるのですね。そこで、さまざまなプログラムごとにテンプレートを用意し、ここから
作りたいプログラムのテンプレートを選ぶと、そのプログラムを作るのに最適な形でプロジェクトが作成されるよう
になる、というわけです。
左側に、テンプレートの種類がずらっと階層的に表示されています。ここから作りたいプログラムの種類を選ぶ

と、その種類用に用意されているテンプレートが右側にずらっと現れます。ここから、実際に使うものを選択すれ
ばOKです。

名前
プロジェクトの名前です。これは、そのまま「作るプログラムの名前」になる、と考えていいでしょう。

場所
プロジェクトの保存場所です。通常はユーザーの「ドキュメント」フォルダの中に「Visual Studio 2013」

というフォルダを作り、さらにその中に「Projects」というフォルダを作って、そこにプロジェクトを保存します。

ソリューション名
前にちょっと説明しましたが、覚えてますか、ソリューションって？　いくつものプロジェクトをまとめるための、

いわば「プロジェクトの入れ物」みたいなものでしたね。新しくプロジェクトを作るときは、プロジェクト名と同じ
名前でソリューションが設定されます。

「新しいプロジェクト」ウインドウ。ここでテンプレートを選び、名前などを設定する。
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③コンソールアプリケーションを作る
では、作成するプロジェクトの設定をしましょう。ここでは以下のように項目を設定してください。

テンプレートの選択
左側のリストから「Visual C#」内にある「Windowsデスクトップ」を選んでください。これが、デスクトッ

プアプリのテンプレートです。
選択すると右側にずらっとリストが現るので、その中から「コンソールアプリケーション」を選びましょう。コン

ソールアプリケーションというのはGUIを持たない、ただ処理を実行するだけのプログラムです。コマンドプロン
プトからコマンドとして実行するタイプのプログラム、と考えればいいでしょう。

フレームワークのバージョン
上部のポップアップメニューですね。デフォルトの「.NET Framework 4.5」のままにしておきます。

名前
今回は「MyConsoleApp」としておきます。

場所
デフォルトで設定されたままにしておきましょう。

ソリューション名
名前を設定すると自動的に同じものが設定されます。これもそのままでいいでしょう。

チェックボックス類
右下に「ソリューションのディレクトリを作成」「ソース管理に追加」といったチェックボックスがありますが、

これはデフォルトのまま（１つ目がON、２つ目がOFF）にしておきましょう。

以上のように設定して「OK」ボタンをクリックすれば、プロジェクトが作成されます。

テンプレートのリストから「コンソールアプリケーション」を選び、「MyConsoleApp」という名前でプロジェクトを作る。
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プロジェクトの中身は？
さぁ、これで実際にプロジェクトができました。では、このプロジェクトというのは一体どんなものなのか見てみ

ましょう。
Visual StudioのWindowの中に「ソリューションエクスプローラー」とタイトル表示された小さなウインドウ

が組み込まれていますね？　これを見てください。

ソリューションエクスプローラーの中にプロジェクトの中身が表示される。

このソリューションエクスプローラーはその名前の通り、ソリューションの中身を見るためのものです。プロジェ
クトはソリューションというフォルダの中に作られます。その中にプロジェクトが保管されています。
ここでは「ソリューション 'MyConsoleApp'(1プロジェクト)」という表示がソリューションのフォルダです。そ

の中にある「MyConsoleApp」という項目が、作成したプロジェクトのフォルダになります。このフォルダの中
には次表のようなものが作成されています。

Properties プロジェクトの設定情報に関するファイルがまとめてあります。

参照設定 作成するプログラムで使用するさまざまなライブラリ類の参照（どこにライブラリがあるかを記した情報）が
まとめられます。この参照設定を元に、プログラムで使っているライブラリのデータ等が読み込まれます。

App.config アプリケーションの設定情報が記述されたファイルです。これは、実はXMLファイルで、開くとXML型
式で情報が書いてあります。

Program.cs 作成されたC#のソースコードファイルです。

とりあえず、私たちが最初に使うのは「Program.cs」というファイルだけでしょう。これがプログラムの中身であり、
これを開いてプログラムリストを書いていくのが、いわゆる「プログラミング」という作業になるわけですね。
他のPropertiesやApp.configは、必要になったら説明をします。参照設定に関しては私たちが操作するこ

とはまずないので、これは「一切触らない」と考えておきましょう。



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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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
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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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コンテスト
・学習


