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目次へ戻る  lesson 1  lesson 2  lesson 3  lesson 4  lesson 5  

■ ■ ■ ■ ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂページをページをページをページを簡簡簡簡単単単単にににに作作作作ろうろうろうろう！！ ！！ ！！ ！！ 

全全全全ページページページページ、全資料、、全資料、、全資料、、全資料、webpage_all.lzh (34MB)webpage_all.lzh (34MB)webpage_all.lzh (34MB)webpage_all.lzh (34MB)  
右クリック：対象をファイルに保存し、解凍します。  
この５ページと全部同じものが、あなたのパソコンに展開されます。 

このページは、インターネットのＷｅｂページを簡単に作成する方法を考察します。  

ページを構成するタグがまったく解らないと難しいですが、タグのいくつかとリストの構成文法が少しわかる

人には、簡便でお勧めの方法です。  

   結論：他人の作成したＷｅｂページをコピーして、手直しをして、自分流に構成しなおして使います。 

この頁の内容：

原本の配布、フリーソフトの配布

資料

webpage.lzh 28MB（webページ作成ソフト、Webページ作成勉強会、印刷資料） 

右右右右クリッククリッククリッククリック：：：：対対対対象象象象をファイルにをファイルにをファイルにをファイルに保存保存保存保存

全２４頁印刷.PDF(file_24p.pdf 2.3MB) 

ダウンロードしたファイルをディスクトップ上に置き、解凍する。  

Webページ作成勉強会、Webペー作成ソフト、２個のフォルダーができる。  

Webページ作成勉強会の中の index.html をクリックすると次項の画面が表示される。  

Webページ作成勉強会の中の index_all.pdf を印刷するとリストが３頁、配布したフリーソフトの資料が１頁

になる。配布したフリーソフトは、Webページ作成ソフトのフォルダーにある。 

次の２個のファイルのショートカットをディスクトップに作成する

\webページ作成ソフト\vix221\vix221\ViX.exe のショートカット

\webページ作成ソフト\TeraPad\TeraPad\TeraPad.exe のショートカット
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手直手直手直手直しをするしをするしをするしをする原本、原本、原本、原本、画画画画面面面面はははは縮小表示縮小表示縮小表示縮小表示ですですですです
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index_all.pdfindex_all.pdfindex_all.pdfindex_all.pdf    をををを印刷印刷印刷印刷したものしたものしたものしたもの、上記、上記、上記、上記ののののWebWebWebWebページのリストですページのリストですページのリストですページのリストです

index.html 
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abs_0914.css 
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配布配布配布配布したフリーソフトしたフリーソフトしたフリーソフトしたフリーソフト、、、、ほかほかほかほか

フリーソフト、リスト、概要、参考書 
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目次へ戻る  lesson 1  lesson 2  lesson 3  lesson 4  lesson 5  

■ ■ ■ ■ ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂページをページをページをページを簡簡簡簡単単単単にににに作作作作ろうろうろうろう！！ ！！ ！！ ！！ 

このページは、インターネットのＷｅｂページを簡単に作成する方法を考察します。  

このページの内容：

Lesson 1 の index.html ファイルから不要な部分を削除します。

資料

削除する箇所のリスト、完成した index.html ファイルのリスト、印刷２頁.pdf 

完成した index.html ファイル  右右右右クリッククリッククリッククリック：：：：対対対対象象象象をファイルにをファイルにをファイルにをファイルに保存保存保存保存 

ファイルフォルダーをコピーしてファイルフォルダーをコピーしてファイルフォルダーをコピーしてファイルフォルダーをコピーして名前名前名前名前をををを変変変変更更更更するするするする

ディスクトップ上の、Webページ作成勉強会フォルダーをＣドライブにコピーする。  

コピーしたフォルダーを \abc と変更する。 

c:\abc\index.htmlc:\abc\index.htmlc:\abc\index.htmlc:\abc\index.html    を を を を TeraPad TeraPad TeraPad TeraPad でででで開開開開くくくく

Vix を開き c:\abc\index.html のアイコンを TeraPad.exe のアイコンに載せる。  

index.html がテキストエディターで表示される。次の箇所を削除する。 

次の箇所を削除する

配布資料の原稿の左端に行数の表示がある。  

先に、原稿に削除する箇所の印を付けてから行う。  

テストエディターにより、表示行数が前後します。 

原本の削除する箇所

７行目

３４～４６行

５６～６２行

６９～７４行

８１～８７行

９７～１４５行

１４８、１４９、１５４行目

同じ名前で、上書き保存する。表示が短くなった。 
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削除変更した index.html の表示
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削除削除削除削除変変変変更更更更したしたしたした    index.html index.html index.html index.html リストリストリストリスト
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目次へ戻る  lesson 1  lesson 2  lesson 3  lesson 4  lesson 5  

■ ■ ■ ■ ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂページをページをページをページを簡簡簡簡単単単単にににに作作作作ろうろうろうろう！！ ！！ ！！ ！！ 

このページは、インターネットのＷｅｂページを簡単に作成する方法を考察します。  

このページの内容：

Lesson 1 の abs_0914.css ファイルをコピーして、その名前を abc.css とします。

abc.css ファイル （c:\abc\hoto\abc.css）を手直しします。

資料

完成した abc.css ファイル  右右右右クリッククリッククリッククリック：：：：対対対対象象象象をファイルにをファイルにをファイルにをファイルに保存保存保存保存 

ファイルをコピーしてファイルをコピーしてファイルをコピーしてファイルをコピーして名前名前名前名前をををを変変変変更更更更するするするする

Vix を開き C:\abc\hoto\abs_0914.css を同じフォルダーにコピーしてその名前を abc.css とする。 

c:\abc\hoto\abc.cssc:\abc\hoto\abc.cssc:\abc\hoto\abc.cssc:\abc\hoto\abc.css    を を を を TeraPad TeraPad TeraPad TeraPad でででで開開開開くくくく

Vix を開き c:\abc\hoto\abc.css のアイコンを TeraPad.exe のアイコンに載せる。  

abc.css がテキストエディターで表示される。次の箇所を変更する。 

次の箇所を変更する

１．body の項目から背景画像を削除（背景上部のぶどうが表示されなくなる） 

手直し前：

body

{ margin:2px; background: #868 url(bg_1.jpg) repeat-x; 

手直し後：

body

{ margin:2px; background: #868;

 

２．h4 の項目に１行追加 

手直し前：

h4

{ margin: 10px; padding: 0; text-align:left; clear: both;

font-size: 1em; font-weight: normal; line-height: 1.5; 

background: #fff; color: black; } 

手直し後：

h4

{ margin: 10px; padding: 0; text-align:left; clear: both;

font-size: 1em; font-weight: normal; line-height: 1.5; 

background: #fff; color: black; 

overflow: auto !important; } 

 

３．２０１行 h4 span ～ ２２０行 .c_b までを削除。 
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４．次の２項目を追加記入する。２０１行から。 

追加する項目：

.box_left

{ float: left; text-align:left; padding-right: 1em;

font-size: 1em; font-weight: normal; line-height: 1.5; }

.box_right

{ float: right; text-align: right; padding-left: 1em; 

font-size: 1em; font-weight: normal; line-height: 1.5; }

手直手直手直手直しししし変変変変更更更更しししし、完成、完成、完成、完成したしたしたした    abc.css abc.css abc.css abc.css ファイルファイルファイルファイル

 



4-1/7 

目次へ戻る  lesson 1  lesson 2  lesson 3  lesson 4  lesson 5  

■ ■ ■ ■ ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂページをページをページをページを簡簡簡簡単単単単にににに作作作作ろうろうろうろう！！ ！！ ！！ ！！ 

このページは、インターネットのＷｅｂページを簡単に作成する方法を考察します。  

このページの内容：

画像の加工の説明です。トリミングとリサイズの方法の解説です。

画像を、横４：縦３の割合でトリミング（切り抜き）する。

それを表示させるサイズにリサイズ（縮小）する。

画像サイズ：２００ｘ１５０ピクセル（ｐｘ）、３００ｘ２２５ｐｘ、 ６００ｘ４５０ｐｘ などを作成する

資料

完成した 画像５枚ファイル hoto.lzh  右右右右クリッククリッククリッククリック：：：：対対対対象象象象をファイルにをファイルにをファイルにをファイルに保存保存保存保存 

ＶｉｘＶｉｘＶｉｘＶｉｘをををを使使使使ってってってって、、、、画画画画像像像像のののの加工加工加工加工をしますをしますをしますをします

 

Vix を開き C:\abc\hoto を表示します。上記の画面です。画像が何枚かあります。 
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１番大きな画像を加工します

Vix を開き c:\abc\hoto\0914_36.jpg をクリックすると次の画面が表示されます。 

 

編集、トリミングを選択します。トリミングの小窓の「縦横比を固定」に数字４と３を入れます。  

画像上でマウスで４角形を作ります。比率は４：３です。トリミングする箇所に４角形を移動して、大きさも調

整します。実行をクリック。 
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点線内が切り取られます。画像がトリミングされます。２８４ｘ２１３ｐｘです。 
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トリミングされた画像。これをリサイズします。 

 

編集、リサイズを選択します。「サイズ指定」で横２８４ｐｘを２００に変更します。縦横比を変えないを選択し

ていれば、縦は自動で決まります。（１５０ｐｘ）。 ＯＫを押して実行します。 

 

画像を、ファイル名 a_01.jpg として保存します。 
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ＪＴｒｉｍＪＴｒｉｍＪＴｒｉｍＪＴｒｉｍをををを使使使使ってってってって、、、、画画画画像像像像のののの加工加工加工加工をしますをしますをしますをします

\webページ作成ソフト\Jtrim153\JTrim\JTrim.exe のショートカットをディスクトップに作成する 

１番大きな画像を加工します

Vix を開き 画像c:\abc\hoto\0914_36.jpg を「ＪＴｒｉｍ」のアイコンにドラッグ、ドロップする。ＪＴｒｉｍが起動して

次の画面が表示されます。 

 

イメージ、切り抜きを選択し、表示された枠を左の上へ移動する。 次の画像の「ここが基準点」のところ。 

枠が表示されない場合は、マウスで四角形を作る。 
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ここが基準点は、小窓：座標指定切り取り、「座標１」０，０、となる。  

「座標２」に、４００、３００、と数値を入れる。縦横比を維持するを指定する。  

四角形を切り取りたい位置に移動して、必要なら大きさも変更する。ＯＫをクリック。 

 

点線内が切り取られます。サイズ、２９７ｘ２２３ｐｘと表示されている。  

イメージ、リサイズを開く。 
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サイズで指定する、横２９７（画像左）を横２００（画像右）にする。ＯＫを押す。 

ここで少し画像の加工をします。

 

カラー、ヒストグラム、ノーマライズ、を実行。  

加工、シャープにする、レベル１もしくはレベル２、を指定。ＯＫを押す。保存する。  

 

画像は、左：画像の加工前、右：加工後。加工を実行すると少し感じが変わります。  

最初の項目のＶｉｘでは、左の画像と同じです。どちらが使いやすいか、加工はする方がよいかは、画面の

作者の考え方しだいです。  

小生は、ほとんどの画像をＪｔｒｉｍで加工しています。原画像が少しぼけていても加工して何とか使います。 

必要必要必要必要とするとするとするとする画画画画像像像像をををを、、、、トリミングトリミングトリミングトリミング、、、、リサイズリサイズリサイズリサイズ、、、、をしてをしてをしてをして作作作作りますりますりますります

lesson 2 の構成では、画像大：３枚、画像中：４枚ですが、もう少し減らして 

a_01.jpg  200x150pix

a_02.jpg  300x225pix

a_03.jpg  300x225pix

a_04.jpg  600x400pix

a_05.jpg  600x400pix

計、５枚の画像を作成します。 
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目次へ戻る  lesson 1  lesson 2  lesson 3  lesson 4  lesson 5  

■ ■ ■ ■ ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂページをページをページをページを簡簡簡簡単単単単にににに作作作作ろうろうろうろう！！ ！！ ！！ ！！ 

このページは、インターネットのＷｅｂページを簡単に作成する方法を考察します。  

このページの内容：

lesson 4 の画像を使って、Ｗｅｂページを作ります。

c:\abc\index.html ファイルを少し修正します。

これは、lesson 2 の「完成した index.html ファイル」そのものです。

修正後、完成を確認します。不都合箇所が生じたら手直しを繰返します。

資料

完成した index.html ファイル  右右右右クリッククリッククリッククリック：：：：対対対対象象象象をファイルにをファイルにをファイルにをファイルに保存保存保存保存 

左をクリックすると、このページ後半の「完成したＷｅｂページ」と同じものが表示されます

c:\abc\index.htmlc:\abc\index.htmlc:\abc\index.htmlc:\abc\index.html    を を を を TeraPad TeraPad TeraPad TeraPad でででで開開開開くくくく

次の行を、変更または修正します。 

７行目変更：<TITLE>Ｗｅｂページの考察です</TITLE>

９行目変更：<LINK REL="stylesheet" HREF="./hoto/abc.css" TYPE="text/css">

２０行目変更：<h1>

２１行目変更：Ｗｅｂページを考えます</h1>

２４行目削除：

２５行目削除：

２６行目削除：

２７行目追加：<h4>

２８行目変更：<img src="./hoto/a_01.jpg" class="box_right">

３３行目追加：</h4>

３５行目変更：<h2>画像を並べてみました</h2> 

３８行目変更：<img src="./hoto/a_02.jpg">

３９行目変更：<img src="./hoto/a_03.jpg"><br>

４４行目変更：<img src="./hoto/a_04.jpg"><br>

４５行目削除：

５４行目変更：<h2>感想、総括</h2>

５７行目変更：<img src="./hoto/a_05.jpg"><br>

５８行目追加：<h4>

５９行目変更：なんだか最初のものと大幅に変更になって、表示も短くなったが、 最初からこのペー

ジを参考にしたほうがわかりやすかったような気がする。

６０行目追加：</h4>

６１行目削除：

６３行目削除：

６９行目変更：<h4> <a href="#top" class="box_right">ページの冒頭へ<a>
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修正修正修正修正してしてしてして、完成、完成、完成、完成したしたしたした    index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html    リストリストリストリスト
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完成完成完成完成したしたしたしたＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂページページページページ
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そのそのそのその後後後後のののの変変変変更更更更

原本が完成したので、これを元に、画像、内容などを書き換えてお使いください。  

注意する箇所は、パソコンの中のどこにファイルがあるのかと、それを構成するために必要とするファイル

がどのよう名前のフォルダーにあるのかという点です。 


