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られます。

実際にアプリを作るには、［Xcode（エックスコード）］ と呼ばれるアプリを開発するアプリケーションを使います。

Xcodeがあれば、iPhoneアプリの画面を作ったり、プログラムを書いたり、アイコンを設定したり、App Storeにリ

リースの申請をすることまでできてしまいます。

この［Xcode］は無料です。こんなすごい開発アプリケーションを、Apple社は無料で提供してくれているのです。

多くの人にいろいろなアプリを作って欲しいと思っているわけですね。

さらに、Xcodeには iPhoneのシミュレータがついています。アプリのテストもMacだけでできてしまうのです。し

かしアプリが完成してリリースするときは、シミュレータではなく本物の iPhoneでテストする必要があります。その

ときは、みなさんの iPhoneを使ってテストをします。iPhoneをUSBケーブルでMacとつないで、Xcodeから命令

します。すると、作ったアプリが iPhoneの中に入って動き出します。今作ったばかりのアプリが iPhoneで動くのは

面白いですよ。

アプリの開発は［Mac］と［Xcode］だけでできますが、アプリが完成したあとApp Storeでリリースするためには、

「Apple Developer Programへの登録（有料）」が必要になってきます。アプリの公開前に品質をチェックしてくれたり、

販売手続きなどを行ってくれるシステムです。

でも、アプリを作ってみたいだけなら、Apple Developer Programに登録しなくても作れます。登録するのは、満足

するアプリが完成して、リリースしようと決心してからでも大丈夫です。

まずは、［Mac］を用意してください。

開発に必要なものは？

iOSアプリってなに？
iPhoneアプリは、iOSアプリと呼ばれることもあります。iOSとは、iPhoneや iPadの基本となるOS（オペレーションシステム）のことで、
この上で動くアプリのことを iOSアプリと言います。iPhoneでも iPadでも最適に表示できる［ユニバーサルアプリ］のことを iOSアプ
リと言います。
iPhoneと iPadは画面サイズや比率が違うので、以前は別々に作ることが多かったのですが、AutoLayoutの登場により違った画面のア
プリを1つのアプリで作りやすくなりました。本書では、iPhoneアプリの作り方について解説していきます。

はてな？
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Xcodeは、iPhoneアプリを開発するための開発ツールです。

Xcodeには iPhoneのシミュレータがついているので、Xcodeだけでもアプリの動作確認をすることもできます。

App Store から無料でダウンロードできます。 （2015年10月現在）

2）Xcode（開発アプリケーション）

Xcodeを動かすので、OS X 10.10以降が動く

Macが必要です。

また、インターネット環境が必要です。

1）Mac（開発マシン）
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ーションですので、リリースするアプリを作るには、実機の iPhoneで

テストする必要があります。

iPhoneをMacにUSB接続することで、Xcodeから実機の iPhoneで

アプリを実行させてテストすることができます。（Xcode 7からは、

Apple Developer Programの有料登録をしなくても、実機テストが

できるようになりました。）

アプリを開発するだけなら契約の必要はありませんが、App Storeでアプリをリリースするには、Apple社のApple 

Developer Programへの年間契約が必要です。

https://developer.apple.com/programs/jp/ 

（以前は iOS Developer Programと呼ばれていたものが、Mac Developer Programなどと統合されて、Apple 

Developer Programになりました。）

この登録は、年間11,800円（税別）での契約になります（2015年10月現在）。

3）iPhone（実機テスト用）

4）Apple Developer Program登録（アプリリリースの契約：有料）
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Chapter 1-2

この節のポイントこの節のポイント

Xcodeをインストール

●MacにXcodeをインストールします。

Macを用意できたら、Xcodeをインストールしましょう。

Xcodeは、App Storeから無料で入手できます。

Xcodeのインストール

1 MacでApp Storeを起動します。カテ

ゴリから［開発ツール］を選び、Xcode

を見つけます。

2［入手］ボタンを押してインストールを
行います。このボタンを再び押すと、イ

ンストールが始まります。

3 XcodeをDockに追加しましょう。

インストールが終了したら、Xcodeは［ア

プリケーション］フォルダの中にインスト

ールされます。

このままでは使いにくいので、Dockにド

ラッグして追加しましょう。これでDock

からすぐに起動できるようになります。
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Chapter 1-3

この節のポイントこの節のポイント

アプリ開発に必要な作業とは？

●アプリ開発に必要な作業を理解しましょう。

1  プロジェクトを作る：New Project

・どんなアプリを作るのかを、テンプレートから選んで始めます。

・プロジェクト（アプリ）の名前を考えます。

2  画面をデザインする：Interface Builder

・画面にどんな部品が必要か、どんなデザインに

するかを考えます。

・画面が複数ある場合は、画面と画面のつながり

を考えます。

3  部品とプログラムをつなぐ：Assistant Editor

・部品に名前をつけたり、どんな仕事をさせるか

を考えます。

4  プログラムを書く：SourceEditor

・アプリにさせる仕事をプログラムで記述します。

5  シミュレータでテストする：Simulator

・できたアプリの動作確認をします。

さて、iPhoneアプリはどのように作っていくのでしょうか？

開発にはSwiftというプログラミング言語を使いますが、Swift言語だけで作るわけではありません。

Swift言語でのプログラミング以外にも、画面をデザインしたり、画面の部品とプログラムを結びつけたり、アイコ

ンを作ったり、アプリとして作るためには、いろいろな作業が必要です。

iPhoneアプリの開発は、大きく分けて以下の5つの作業を行います。

これらの作業が必要だということを覚えておきましょう。

アプリ開発に必要な作業
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Chapter 1-4

この節のポイントこの節のポイント

Xcodeを試運転しよう

●簡単なアプリを作って、Xcodeの動作確認をしましょう。

それでは、簡単なアプリを作ってみましょう！

いきなりアプリを作るなんて突然すぎる、と思われるかもしれませんが、これは開発というよりも、Xcodeの「試運転」

だと思ってください。

簡単なアプリを作って動かすことができれば、「このMac上でアプリを作る準備が整った」と確認できます。

とても簡単なアプリなので、まったく知識がなくてもすぐに作れますので安心してください。

それに、とても簡単とはいえ、自分で行った手続きでアプリが生まれるというのはちょっとうれしいものです。

それでは、Xcodeの試運転をしましょう。

画面に「Hello」と表示するだけの簡単なア

プリを作ります。

各手順の詳細はChapter 2以降で解説して

いきますが、まずは手順通りにアプリを作っ

てみましょう。

画面に「Hello」と表示するアプリです。

［難易度］★☆☆☆☆

ラベルを配置して画面を作ります。

そのラベルの文字を「Hello」に修正します。

Helloアプリを作ってみようチュートリアル

どんなアプリ？

アプリのしくみ
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ウィンドウが表示されます。この［Create a 

new Xcode project］ボタンをクリックします。

テンプレートを選択する画面が表示されま

すので、［Single View Application］を選択

して、［Next］ボタンをクリックします。

プロジェクトの基本情報を入力する画面が

表示されますので、以下のように入力・設

定をして、［Next］ボタンをクリックします。

・Product Name：hello

・Organization Name：myname

・Organization Identifier：com.myname

・Language：Swift

・Devices：iPhone

・Use Core Data：オフ

・Include Unit Tests：オフ

・Include UI Tests：オフ

新規プロジェクトを作ります

テンプレートを選択します

プロジェクトの基本情報を入力します

1

2

3

Welcome to Xcodeウィンドウを表示させる
方法
Welcome to Xcodeウィンドウを閉じてしまっ
たときは、メニューから［Window］>［Welcome 

to Xcode］を選択すると表示されます。

T I P S
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保存ダイアログが表示されますので、プ

ロジェクトの保存先を決めて［Create］

ボタンをクリックします。これで新規プロ

ジェクトが作成されました。

プロジェクトの保存先を決めます4

プロジェクトが作成されるとXcodeの画

面が表示されます。左側にあるファイル

一覧から［Main.storyboard］を選択しま

す。

画面に四角い枠が表示されたら、画面右

下に並んでいるアイコンのエリアをスクロ

ールして［Label（ラベル）］を見つけてく

ださい。これを、四角い枠の左上の方へ

ドラッグ＆ドロップして配置します。

（真ん中や右の方へ配置すると、実行した

とき画面からはみ出てしまう場合がありま

す。これについては、Chapter 2で解説し

ます。）

storyboardを選択します

ラベルを左上にドラッグ＆ドロップします

5

6
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態になります。キーボードから「Hello」と入力すると、

ラベルの文字を変更することができます。

画面左上にある［Run］ボタンをクリックします。すると、

Simulatorが起動し、アプリが実行されます。

いかがですか？　左上にHelloと表示されたアプリが表

示されましたか？

アプリが動けば、Xcodeの試運転はうまくいったことに

なります。

ラベルを「Hello」に変更します

Runボタンを押して確認しましょう

7

8

［確認］

［Run］ボタン
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アプリの確認ができたら、最後にシミュレータを停止し

ましょう。［Run］ボタンの右にある［Stop］ボタンを

クリックします。

これで、Xcodeの試運転は終了です。

シミュレータを停止します9



Chapter

2 Xcodeの使い方を知る

この章の概要：
●  簡単なアプリを作りながら、Xcodeの使い方を体験しましょう。
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Chapter 2-1

この節のポイントこの節のポイント

プロジェクトを作る：New Project

この章では、iPhoneアプリを作るときの、 Xcodeの使い方について解説します。

アプリ開発は、Xcodeをどのように操作するかが重要です。体験しながらのほうが理解しやすいので、実際にアプリ

を作りながら見ていくことにします。

ここでは、ボタンを押したら「こんにちは」と表示するだけの、一番シンプルなアプリを作りながら見ていきましょう。

●新規プロジェクトの作り方を理解しましょう。

●プロジェクトは、テンプレートから選んで作ります。

ボタンを押すと、「こんにちは」と表示するアプリです。

［難易度］★☆☆☆☆

ラベルとボタンを配置して画面を作ります。

ボタンを押したら「こんにちは」と表示するプログラムを作ります。

ボタンアプリを作ってみようチュートリアル

どんなアプリ？

アプリのしくみ
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アプリ開発は、まず新規プロジェクトを作るところから始めます。

［プロジェクト］とは、あるアプリを作るために必要なファイルをまとめたものです。アプリ開発者はこのプロジェク

トの中に画面データや、プログラム、素材や設定データなどを追加してアプリを作っていきます。

［プロジェクトフォルダ］と呼ばれるフォルダにまとまっています。

アプリを作るときは、全く何もないところから作り始めるのではなく、テンプレートを選んで作り始めます。

テンプレートには基本的な機能が入っていて、そのまま「空っぽのアプリ」としてすぐに動きます。そこに部品やプ

ログラムを追加して、自分のアプリを作っていきます。

テンプレートにはいろいろな種類があるので、自分が作りたいアプリに一番近いものを選びましょう。ほとんどの場

合は、一番シンプルな「Single View Application」を選んで作ります。

プロジェクトを作る

テンプレートで選ぶ

Xcodeを起動すると［Welcome 

to Xcode］ウィンドウが表示され

るので、［Create a new Xcode 

project］ボタンをクリックします。

プロジェクトを作りましょう1

「さあ、アプリを作りましょう」

プロジェクトフォルダ
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 Single View Application 1枚のView（画面）で作るアプリ用のテンプレートです。一番シンプルな構造なので、基本的にこれを使
って作ります。
テンプレートには画面は1つしかありませんが、ここに画面を追加して複数画面のアプリを作っていく
ことができます。（※ 本書では主にこの「Single View Application」を使って解説していきます）

 Tabbed Application 画面下部にあるタブバーをタップすることで画面が切り替わるアプリ用のテンプレートです。
複数画面を切り替えて操作するタブバー付きアプリに使います（Chapter 6-4で解説します）。

 Master-Detail Application 階層的に画面推移するアプリ用のテンプレートです。最初の画面がテーブルビューという一覧表の画面
でできています。
一覧表の中から1つを選択すると、より深い詳細な階層へ潜り、戻るボタンを選択すると元の画面に戻
ります。
マスター画面の一覧表を選択して、詳細画面へ切り替わるようなアプリに使います（Chapter 7-5で解
説します）。

 Game ゲームを作るのに適したテンプレートです。絵をたくさん速く動かしたり、物理シミュレーションを行
ったアプリを作りたいときに使います（Chapter 8で解説します）。

 Page-Based Application ページをパラパラとめくっていくようなアプリ用のテンプレートです。
画面の切り換えやデータの表示はプログラムで行っています。

 テンプレートの種類

「Single View Applicationを選びます」

ダイアログ左上に「Choose a 

t e m p l a t e  f o r  y ou r  ne w 

project」と表示されます。

［Single View Application］

を選択して、［Next］ボタンを

クリックします。

テンプレートを選びましょう2
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テンプレートを選択したら、次はプロジェクトの基本情報を入力します。

1  Product Name（製品名）

アプリ名とプロジェクト名として使われます。自由につけることができますが、あとで変更することは難しいです

のでよく考えてつけましょう。基本的に半角英数文字でつけます。

iPhone上で表示するアプリ名は後で変更することが可能です。

2  Organization Name（組織名）

アプリを開発する組織の名前です。制作者や制作会社の名前を入力します。

アプリを申請するときに重要になる名前です。

申請しないでテストするだけだったら「myname」など、適当な名前でかまいません。

3  Organization Identifier（組織識別名）

他のアプリと区別するための名前です。主にドメインをひっくり返したもの（逆ドメイン）を使います。例えば、ド

メインが「test.co.jp」だったら「jp.co.test」と指定します。

これと［Product Name］を足して、アプリを申請するときに重要となる［Bundle Identifier］が作られます。

申請しないでテストするだけだったら「com.myname」など、適当な名前でかまいません。

プロジェクトの基本情報を入力する

「Choose options for your new project」ダイアログ

1

2

3

4

5

6
7
8
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4  Language（プログラム言語）

アプリを作るプログラム言語を選択します。Objective-Cで作るのか、Swiftで作るのかを選択します。

本書では［Swift］を選択します。

5  Devices（デバイス）

これから作るアプリが、iPhone用アプリなのか、iPad用アプリなのか、Universal（iPhoneと iPadの両方）のアプ

リなのかを選択します。

本書では［iPhone］を選択します。

6  Use Core Data

データベース機能を使うかどうかのチェックです。

本書では使わないので［オフ］にします。

7  Include Unit Tests

8  Include UI Tests

アプリの信頼性を高めるためのテストに使う機能です。高機能なアプリを作るようになってから利用すればいいと

思うので、初心者のうちはオフにしていてもかまいません。

本書では使わないので［オフ］にします。

ダイアログ左上に「Choose options for your new project」と表示されます。ダイアログの内容は先ほど説明した

通りです。

プロジェクトの基本情報を以下のように入力して、［Next］ボタンをクリックします。

プロジェクトの基本情報を入力しましょう3

・Product Name：buttonTest

・Organization Name：myname

・Organization Identifier：com.myname

・Language：Swift

・Devices：iPhone

・Use Core Data：オフ

・Include Unit Tests：オフ

・Include UI Tests：オフ

「アプリの名前を決めましょう」
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保存ダイアログが表示されますので、プ

ロジェクトの保存先を決めて［Create］

ボタンをクリックします。これで新規プロ

ジェクトが作成されました。

プロジェクトが作成されると、Xcodeの画面が現れます。

プロジェクトの保存先を決めます4

「これでプロジェクトができました」
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Chapter 2-2

この節のポイントこの節のポイント

Xcodeの画面について

●Xcodeの画面について理解しましょう。

Xcodeの画面が表示されたら、アプリを作っていきましょう。その前にまず、Xcodeの画面を簡単に説明しておき 

ます。

Xcodeの画面は、以下のように5つのエリアに分かれています。5つのエリアで一番最初に操作するのが、左側のナ

ビゲータエリアです。ここでファイルを選択して、中央のエディターエリアで編集していきます。

基本画面の説明

ツールバー（p.024で解説） エディターエリア（p.026で解説）

ナビゲータエリア（p.022で解説） デバッグエリア（p.046で解説） ユーティリティエリア（p.028で解説）
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中央にあるのがエディターエリアです。ここがアプリ作りのメインエリアです。

「ナビゲータエリア」で選択されたファイルの中身を表示します。画面を作ったり、プログラムを書いたりします。

右にあるのがユーティリティエリアです。画面に追加する部品を選んだり、部品の設定を行います。

下にあるのがデバッグエリアです。デバッグ時に情報を表示します。

次のページからは、それぞれのエリアの名称や役割について解説します。

たくさんあるので、全部覚える必要はありません。今はさらっと目を通しておいて、詳しくは使いながら覚えていき

ましょう。

左にあるのがナビゲータエリアです。主にファイルを選択するのに使います。

上にあるのがツールバーです。作ったアプリを実行したり、アシスタントエディターに切り換えるのに使います。

【ナビゲータエリア】作業ファイルの選択をするエリア

【ツールバー】画面を切り換えたり、アプリの実行をするエリア

【エディターエリア】画面を作ったり、プログラムを書くエリア

【ユーティリティエリア】画面を作るときに使うエリア

【デバッグエリア】アプリをテストするときに使うエリア
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ナビゲータエリア
Xcodeを使うとき、一番最初に操作す

るのがこのナビゲータエリアです。

作業するファイルを選択するエリアで

す。ここでファイルを選択してから、画

面中央のエディターエリアでそのファ

イルの編集を行います。

素材ファイルを追加するときにも使い

ます。

ナビゲータエリア上部の［選択バー］には8つのボタンがあります。いろいろな表示に切り替えることができますが、

最初のうちは、一番左の［プロジェクトナビゲータ］以外の機能は覚える必要はありません。

もし違う表示に切り替わったら一番左の［プロジェクトナビゲータ］ボタンを押して切り換えましょう。

プロジェクトナビゲータ プロジェクトのファイル一覧が表示されます。主にこのモードを使います。

シンボルナビゲータ プロジェクトのメソッドやプロパティの一覧が表示されます。

検索ナビゲータ プロジェクト内の検索に使います。

イシューナビゲータ エラーが表示されます。

テストナビゲータ テストに使います。

デバッグナビゲータ デバッグに使います。

ブレークポイントナビゲータ ブレークポイントを設定しているときに使います。

レポートナビゲータ ビルド履歴の確認に使います。

ナビゲータエリア

［プロジェクトナビゲータ］ボタン

［レポートナビゲータ］ボタン

［シンボルナビゲータ］ボタン

［ブレークポイントナビゲータ］ボタン

［検索ナビゲータ］ボタン

［デバッグナビゲータ］ボタン

［イシューナビゲータ］ボタン

［テストナビゲータ］ボタン

ナビゲータエリアの機能一覧

ナビゲータエリアと［選択バー］の8つのボタン

プロジェクトナビゲータでファイルを選択すると、中央のエディターエリアにそのファイルの中身が表示されます。

ファイルの種類によって［エディターの種類］が変わります。

アプリを作るときに一番よく使うのは、［Main.storyboard］ファイルと［ViewController.swift］ファイルです。

［Main.storyboard］ファイルは、ストーリーボードといって、アプリの画面を作るファイルです。

選択すると、エディターエリアに Interface Builderが表示されます。

プロジェクトナビゲータ
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［ViewController.swift］ファイルは、ソースコードといって、アプリのプログラムを書くファイルです。

選択すると、エディターエリアにソースエディターが表示されます。

Interface Builder

ソースエディター
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Run（ラン）・STOP（ストップ）ボタン View（ビュー）ボタン

Scheme（スキーム） Editor（エディター）ボタン

ナビゲータエリアは、素材ファイルを追加するときにも使います。

他のフォルダにある画像ファイルを、プロジェクトナビゲータに

ドラッグ＆ドロップして、プロジェクトに追加することができま

す。

素材をドラッグで追加

ツールバー

プロジェクトのファイルは、［Main.storyboard］ファイルや［ViewController.swift］以外にもいろいろなファイル

があります。見てみましょう。

プロジェクト内のファイル

＜プロジェクト名＞ プロジェクトファイルといって、プロジェクト全体の設定をするファイルです。バージョン情報や、アイコ
ン画像の設定を行います。

AppDelegate.swift ソースコードです。アプリ全体のプログラムを書くファイルです。アプリが閉じられたときなどに何かをさ
せるときに使います。

ViewController.swift ソースコードです。画面（View）の中の動きをコントロール（Control）するプログラムを書くファイルです。
プログラムは主にこのファイルに書いていきます。

Main.storyboard ストーリーボードファイルです。アプリの画面を作ります。

Assets.xcassets iPhoneに表示する画像サイズは解像度によって変わります。それらをまとめて管理するのが、このイメー
ジアセットです。

LaunchScreen.storyboard ストーリーボードファイルです。アプリが起動した直後に表示される起動画面を作ります。

Info.plist アプリの設定ファイルです。基本的な設定はプロジェクトファイルから行うので、特殊な設定以外このファ
イルを触ることはありません。

ツールバー
Xcode画面の上にあるのがツールバーです。

作ったアプリを実行したり、各エリアの表示・非表示を切り替えたりします。

ドラッグ
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Run（ラン）ボタン プログラムをビルドして、アプリを実行します。

Stop（ストップ）ボタン 実行したアプリを停止します。

Scheme（スキーム）メニュー テストをする iOSシミュレータの種類や実機を選択します。

Standard Editor ボタン 通常のエディターです。1画面で表示します。

Assistant Editor ボタン 2画面を表示して、連携させながら行うエディターです。

Version Editor ボタン 2画面を表示して、古いバージョンのファイルと比較を行います。最初のうちは使いません。

作ったアプリを実行するときに使います。

スキームメニューは、シミュレータの種類や、実機の iPhoneを切り換えるときに使います。

エディターエリアの表示形式を変更するときに使います。

主に使うのは［Standard Editor］と［Assistant Editor］

です。

エディターの詳しい使い方については後ほど解説します。

エリアの表示・非表示を切り換えるボタンです。

［非表示］にして、隣のエリアを広く表示させたり、［表示］

にして連携するエリアを同時に表示させるときに使いま

す。

Runボタンとスキームメニュー

Editor（エディター）ボタン

View（ビュー）ボタン

Stop（ストップ）ボタン

Run（ラン）ボタン

Scheme（スキーム）

Scheme（スキーム）メニュー

View（ビュー）ボタン

Editor（エディター）ボタン

Standard Editorボタン

ユーティリティボタン

Assistant Editor ボタン

デバッグエリアボタン

Version Editorボタン

ナビゲータボタン



026 Chapter 2 Xcodeの使い方を知る

ナビゲータボタン ナビゲータの表示 /非表示を切り換えます。

デバッグエリアボタン デバッグエリアの表示 /非表示を切り換えます。

ユーティリティボタン ユーティリティの表示 /非表示を切り換えます。

エディターエリア
ナビゲータエリアで選択したファイルを編集するエリアです。

選択したファイルの種類によって、エディターが変わります。

＜プロジェクト名＞ プロジェクト設定画面

storyboardファイル Interface Builder（Chapter 2-3で解説します）

swiftファイル ソースエディター（Chapter 2-5で解説します）

.xcassets アセットカタログ

plistファイル プロパティリスト

ジャンプバー

エディターエリア（ソースエディター）

ソースエディター
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ジャンプバー（ソースエディターの場合）

ジャンプバー（Interface Builderの場合）

エディター上部の［ジャンプバー］を使うとそのエディター内の要素を探すことができます。

ジャンプバーをクリックすると、ファイル内の要素一覧が表示されます。要素を選択すると画面がジャンプして表示

されるので［ジャンプバー］といいます。

ソースエディターの場合は、変数やメソッド（Chapter 3で解説します）を探すのに使います。選択すると、その行に

ジャンプします。

Interface Builder（Chapter 2-3で解説します）の場合は、部品を探すのに使います。選択するとその部品が見えるよ

うにスクロールします。

ジャンプバー
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ユーティリティエリア
画面に部品を追加したり、設定した

りするときに使うのが、ユーティリテ

ィエリアです。

ユーティリティエリアは、上下2つの

エリアでできていて、上が［インス

ペクタペイン］、下が［ライブラリペ

イン］です。

それぞれのエリア上部の［選択バー］

で表示する内容を切り換えることが

できます。

ユーティリティエリア

インスペクタペイン

ライブラリペイン

上が［インスペクタペイン］、下が［ライブラリペイン］です
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「 インスペクタペイン」は、エディターに表示されている内容の詳細設定を行います。

「 ライブラリペイン」は、主にエディターエリアで Interface Builderを表示しているときに、ここから部品をドラッグ

して配置するのに使います。

インスペクタペインの画面一覧

ライブラリペインの画面一覧

ファイル・インスペクタ 選択したファイル情報の確認・設定ができます。

クイックヘルプ・インスペクタ 選択したオブジェクトの簡単なヘルプを表示します。

アイデンティティ・インスペクタ 選択したオブジェクトのクラス情報情報の確認・設定ができます。部品のクラス名を設定するのに使
います。

アトリビュート・インスペクタ 選択したオブジェクト情報の確認・設定がきます。色や文字や文字サイズなど、見た目の設定に使い
ます。

サイズ・インスペクタ 選択したオブジェクトの位置や大きさの確認・設定ができます。

コネクション・インスペクタ 選択したオブジェクトとプログラムの接続状態の確認・設定ができます。

ファイルテンプレート・ライブラリ ファイルテンプレートのライブラリです。最初のうちは使いません。

コードスニペット・ライブラリ プログラムの定型文のライブラリです。ソースエディターにドラッグ＆ドロップして、プログラムを追
加することができます。自分で登録することもできます。最初のうちは使いません。

オブジェクト・ライブラリ 画面に配置する部品（ラベルやボタンなど）のライブラリです。

メディア・ライブラリ プロジェクト内の画像などの一覧が表示されます。最初のうちは使いません。
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Chapter 2-3

この節のポイントこの節のポイント

画面をデザインする：
Interface Builder

●画面を作るときは、 Interface Builderを使います。

さあ、アプリの画面を作りましょう。アプリ開発は、まず画面から作り始めます。

ナビゲータエリアで［ Main.storyboard］ファイルを選択すると、中央のエディターエリアにストーリーボードが表

示されて、画面をデザインすることができます。

エディターエリアには、四角い枠が表示されていますが、これがアプリの画面です。ここにユーティリティエリアの

ライブラリから部品をドラッグ＆ドロップで配置します。

配置した部品の調整や設定を行いたいときは、ユーティリティエリアのインスペクタを操作します。

Interface Builderで画面をデザインする

●部品を配置したり設定するには、ユーティリティエリアを使います。
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エディターエリアに出ている四角い枠がアプリの画面を表しています。

iPhoneの画面は縦長なのに、なぜか正方形ですね。これは「iPhoneといってもいろいろな比率の画面があるので、

いろいろな画面のことを考えて設計しなさい」という、Appleの設計思想によるものだと思われます。

この正方形の状態で画面をデザインすることもできますが、イメージしにくいときは、画面サイズを特定の iPhoneサ

イズに変更することもできます。

画面サイズをiPhoneサイズに変更する

1  枠の上に3つ並んだアイコンの左のアイコン

（ViewController）を選択します。

2  ユーティリティエリアの上部に並んだボタンの

左から4つ目（Attributes Inspector）を選択し（下左

図）、［Simulated Metrics］の［Size］のメニュー

から［iPhone 4-inch］や［iPhone 5.5-inch］など

を選択することで変更することができます。

（今回は、この変更は行わずに正方形のまま作って

みましょう。）

ViewControllerアイコン
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Storyboardの「→」ってなに？

「→」は、このStoryboardで一番最初に表示
される画面を表しています。
この矢印をドラッグして、最初に表示する画面
を変更することもできます。

はてな？

Storyboardってなに？
昔（Xcode 4以前）は、画面を作るファイルは［xibファイル］でした。［xib］の［ib］は、Interface Builder用のファイルという意味です。
xibファイルでは1つの画面のデザインしかできず、複数画面のアプリを作るときは、画面の数だけxibファイルが必要でした。
ところがXcode 4.2になって、Storyboardが登場してきました。Storyboardは、複数の画面のデザインができるようになったのです。
複数の画面デザインができるようになっただけではなく、画面と画面のつながり方を設定できるようになりました。
つまり、複数の画面をつなげてアプリのストーリーを作ることができるという意味で、［Storyboard］という名前がついたのです。

はてな？

p.019からの続きで作っていきます。ナビゲータエリアで［Main.storyboard］ファイルを選択すると、エディターエ

リアが Interface Builderに変わります。

［Main.storyboard］ファイルを選択します5

Interface Builder（画面を作ります）
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ユーティリティエリアの下半分に、部品がたくさん並んだライブラリがあります。

ここから、ストーリーボードのアプリ画面に部品をドラッグ＆ドロップして配置します。

黄色い丸で囲まれた部品は「新しい画面を

追加する部品」です。

「画面に配置できる部品」は下の方にあるの

でスクロールしましょう。ここから部品をド

ラッグ＆ドロップします。

ライブラリから部品を配置する

ライブラリペイン

「新しい画面を追加する部品です」 「画面に配置できる部品です」

ライブラリペインから部品をアプリの画面にドラッグ＆ドロップして配置します

ドラッグ
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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）
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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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