
- 1 -

CSS 勉強会資料

2009 年 6 月 27 日

矢野睦男

（一日目）
１．CSS：カスケードスタイルシートとは

CSS は HTML と組み合わされ、ホームページ（HP）の画面構成：文字の大きさ・位

置・字体などを指示する。HTML ではタグと文面を記載するだけで、構成は CSS を

使用する方向にある。

２．CSS の使い方

CSS には次の 3 通りの使い方がある。

２－１．HTML タグの中にスタイル属性を使って直接記述（インライン方式）

（例）<p style="background-color:#ffffcc;">…</p>

２－２．HTML ファイルの中で HEAD 文の中にまとめて記述（エンベッド(Embed)方式）

（例）<html>

<head>

<style type="text/css">

h1 { backgrund-color: yellow; }

p {boder: solid 1px green; }

</style>

</head>

・・・・・・・・・

</html>

２－３．外部スタイルシートファイルにまとめて記述（リンキング（Linking）方式）

（例）HTML ファイルの HEAD 文の中に

<link ref="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

記述し、別途 style.css と言うスタイルシートファイルに記述する。
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（ファイル名は任意 .css とする)

h1 {background-color: yellow;

color: white; }

p {border: solid 1px green; }

３．CSS 基本構成

セレクター．クラス名 ｛プロパティー ： 値； ｝

コロン セミコロン

ｄｉｖ．ｍａｉｎ｛ ｗｉｄｔｈ ： ６５０ｐｘ ； ｝

見出し クラス名 枠幅 650 ピクセル

４．HTML の復習

HTML ファイルの基本

DOCTYPE 宣言 :HTML のバージョン指定

html 要素

HEAD 要素

タイトル

文字コード

キーワード

スタイルシート

BODY 要素

ページ本文

段落（文章）

画像

（例）

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html lang="ja">
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=shift_jis">

<title>ページのタイトル</title>

<meta name="keywords" content="キーワード">

<link ref="stylesheet" type="text/css" href="style.css">

</head>

<body>

<h1>見出し文</h1>

<p>本文</p>

<img src="abc.jpg" width="450" height="350" alt="･･・の写真">

</body>

</html>

５．HTML エディターのインストール

HTML も CSS もメモ帳などのテキスト文が書けるソフトが有れば制作することは

可能です。ここでは使って便利なフリーソフトの HTML エディター：HTML Project2

のインストールの手順を説明します。

フリーソフト HTML Projict2 は次のサイト（Kaneto'HP）からダウンロードできます。

URL：http://homepage3.nifty.com/tkaneto/

1.トップページの左側「Site Map」の「HTML Project2」をクリックします。

2.【ソ フ ト名】HTML Project2 ver.7.4.3.0 の下の【ファイル名】の hprj2743.exe（インストー

ラ付）をクリックし、デスクトップに保存します。

3. hprj2743.exe をダウンロードした場合は、保存したファイルをダブルクリックすると解凍

してインストールが始まり、スタートメニューに登録してデスクトップへショートカットを

作ります。元の hprj2743.exe はインストール完了後削除します。

４．nkf32.dll と Susie プラグインのダウンロード

どういう作用をするのか判りませんが、文字化け防止の妙薬？ nkf32.dll（V2.0.2.3 以降の

バージョン）を用意すると、文字化けする文字を Windows が使っている Shift-JIS に

変換してくれます。そして、画像を表示するのに Susie のプラグインを使いますの
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でこれも用意します。

1. http://homepage3.nifty.com/tkaneto/ のトップページの左側「Site Map」の「DLL ・

nfk32.dll」をクリックします。

2.［使用方法］の下の 「ダウンロード（dll 本体） :nkf32204.zip 」をクリックします。

3.［ファイルのダウンロード］のウインドウが出るので、［保存］ボタンをクリックし

ます。保存する場所にデスクトップ（あるいは適当なフォルダ）を選んで保存しま

す。

4.nkf32204.zip を解凍ソフトで解凍して展開したファイルを「HTML Project2」のフォルダ

の中に保存します。

5.次は Susie のプラグインです。http://homepage3.nifty.com/tkaneto/ のトップページの左側

「Site Map」の「リンク集」をクリックし、「関連ツール、ソフトウエアサイト」を

クリックします。

6.［コンパニオンツール］ページの一番上の「Susie の部屋」をクリックします。

7.「Susie の部屋」トップページの下の「Susi/Lhasa のダウンロード」をクリックします。

8.「Susie のだうんろーど」ページの中ほどの、「Pulg-ins」の「Plug-in package ver0.08

(JPEG/GIF/TIFF/Pi/PIC/Pic2/XLD4/MAG/PICT/LHA/Zip)」をダウンロードします。

9.「spi32008.lzh」を解凍すると 11 個の画像ビューワ Susie32 の Pulg-in が解凍されます。

このうち ifjpeg.spi(JPEG plug-in) と ifgif.spi(GIF plug-in) を「HTML Project2」のフォ

ルダの中に保存します。

HTML Project2 の設定・使用方法については下記を参照

http://www.kisnet.or.jp/s_odake/pc/htmlproject2.html

(二日目)
例題：ABS21 の目次 HTML ファイル

mokuji というホルダーをつくり、そこに下記の index.html を記述する

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
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"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<title>青葉バリアフリーサポート２１(ABS21)の紹介</title>
<link rel="stylesheet" href="mokuji.css" type="text/css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=shift_jis">
</head>
<body>
<div class="main">
<h1>青葉バリアフリーサポート２１<br>
（ＡＢＳ２１）の紹介</h1>

<IMG src="abs-21s.jpg" width="400" height="500" border="0"
alt="青葉バリアフリーサポート２１（ＡＢＳ２１）のチラシの画像

です。

チラシの内容は 1.バリアフリーマップの制作ホームページの管理。

2.インターネットサロン開催：毎月第２土曜日・第４土曜日 13:00 ～

15:00。
3.これらの活動を支えてくれるボランティアの募集。">

<div class="menu">
<p class="level1">目次</p>

<ul>
<li><A href="mokuji.html#annai">ＡＢＳ２１の案内</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2009">２００９年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2008">２００８年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2007">２００７年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2006">２００６年度活動計画と報告</a></li>
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<li><a href="mokuji.html#2005">２００５年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2004">２００４年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2003">２００３年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2002">２００２年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2001">２００１年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#2000">２０００年度活動計画と報告</a></li>
<li><a href="mokuji.html#kaiin">会員の部屋</a></li>
<li><a href="../home/navi.cgi">リンク集</a></li>
<li><a href="../sitemap.htm">サイトマップ</a></li>
<li><a href="../rireki.htm">履歴</a></li>

</ul></div>
<div class="footer">
<br>
<hr>
</div>
<div class="top"><a href="#top">&lt;&lt;このページのトップへ&gt;&gt;</a
></div>
<div class="abs"><a href="http://www.abs21.com/">&lt;&lt;ABS の HP へ

&gt;&gt;</a></div>
< a href="http://www.abs21.com/group/index.html">&lt;&lt;戻る &gt;&gt;< /a>
</div>
</body>
</html>
最後に下記のWEB上より画像ファイル2個をホルダー（mokuji）にダウンロードする。

ＵＲＬ：http://www.abs21.com/group/mokuji/index.htm
ダウンロードする画像ファイル：a014bcg.gif と abs-21s.jpg
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CSS ファイルのサンプル

body {

background-image: url(a014bcg.gif); →背景に画像ファイルの貼り付け

}

div.main {width: 650px; →全体の幅を 650px に指定

margin: auto; →左右の空きスペースを同じにする（センタリング）

text-margin: center; 文字のセンタリング

}

a {text-decoration: none; →アンダーラインを消す

}

a:hover {background-color: gold; →LINK文にポインターを載せた時の色指定

}

a:visited {color: blue; →訪問後の文字色を青色のままとする

}

p.level1 { letter-spacing: 2em; →文字の間隔を２文字分空ける

margin-left: 3em; →頭文字を３文字分後退させる

color: blue; →文字色の指定

}

IMG {

float: left; →左側に寄せ、回り込みを許す
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width: 400px; →幅を指定（画像幅に合わせて400px）

margin-right: 2em; 画面の右側に 2 文字分の空きスペース

}

div.menu {

color: black; →文字色の指定

text-align: left; 文字を左寄せとする

}

div.top{float: left; →左側に寄せる、回り込みを許す

text-align: left; →文字を左に寄せる

width: 30%; →枠幅の指定（30％）

}

div.abs {float: right; 右側に寄せる、回り込みを許す

text-align: right; →文字を右に寄せる

width: 30%; →枠幅の指定（30％）

}

div.menu, div.main, div.top, div.abs {

padding: 0.3em; →内側の余白（0.3文字分）

}

div.footer { clear: both; →回り込みの解除

}

hr {

size: 3px; →サイズの指定（3pxの線）
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width: 80%; →幅の指定（画面の80％）

color: purple; →色の指定（紫）

margin-top: 10px; →上枠の外側余白の指定（10px）

}

h1 {background-color: coral; →背景色の指定（赤茶）

color: white; →文字色の指定（白）

padding: 0.3em; →内側の空きスペース（0．3文字分）

border: 5px blue solid ; →枠線の幅と形状指定(5pxの実線青色)

width: 500px; →枠幅の指定(500px)

text-align: center; →文字の位置指定（センタリング）

margin: auto; →枠線の外の左右の空きスペースを同じにする

margin-bottom: 20px; →枠線の下の空きスペースを 20px にする

}

ul li {line-height:1.5em; 行の高さ指定（0．5文字分空き）

}

以上


