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Web ページ制作の基礎知識紹介サイト

背景 目的

・問題とその後の学習ページが合っていない
・Javascriptの項目があるのに利用例がない

・要素同士がごっちゃしすぎて少し読みづらかった
改行を増やすとよいかもしれません
・もう少し色があってもいいかと思いました

否定的意見

指摘された事前テストと内容の
不一致と学習者自身で答えを見
つけるため，解答ページを削除
した。さらに，学習の成果を確
かめるページも追加した。

参考意見

修正結果ゼミの学生１４人にアン
ケートを行った。
その結果，否定的意見を
基にコンテンツ追加など
を行った。

事前テスト

学習の前
サイトを見る人の知識が既
にあるのかを確かめる

学習

コンテンツの中心
Web制作についての知識に
ついて学んでもらう

事後テスト

学習の後
どのくらい身についたか確
かめてもらう

前提テスト
学ぶ気があるか訪ねる

前提テスト

HTMLファイル
 HTML ファイルは、Webページに掲載する文章にHTML タグと呼ばれる印をくみこんだものです。つま

り「HTML ファイルを作る」とは、テキストエディタで文章ファイルを開きタグを追加していく作業を指

します。HTML とは HyperText Markup Language の略で、その名の通り「印を付ける」ための言語です。

HTML タグには、見出しをあらわすタグや段落を示す田津など、たくさんの種類が用意されています。

HTML ファイルを作る際は、内容をしっかり理解して、しかるべきタグを付けていくことを心がけましょ

う。

HTMLの基本知識

次へ

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
 <title>学習ページ</title>
 <link href="stylesheet" rel="text/css" type=".css" />
</head>
 <body>
  <div align="center">
  <h1>webページ制作の基礎知識紹介サイト </h1>
  <br>
  <h2>※このwebサイトは欠点だらけです。どこが悪いのか確かめながら頑張っていきましょう※</h2>
   <table>
      <tr>
       <td>
        <a href="Gakusyu/htmlpezi.html"><font size="4"> HTML </font></a> </td>
       <td>
        <a href="Gakusyu/csspezi.html"><font size="4"> CSS </font></a> </td>
       <td>
        <a href="Gakusyu/javascriptpezi.html"><font size="4"> Javascript </font></a> </td>
       <td>
        <a href="Gakusyu/sikisaipazi.html"><font size="4"> 色彩 </font></a> </td>
       <td>
        <a href="Gakusyu/tyuipezi.html"><font size="4"> 注意点 </font></a> </td>
      </tr>

   </table>
  
  </div>
  
 </body>
</html>

大見出しを示すタグ

小見出しを示すタグ

cssの基本知識
css とは
 　css とは Cascading Style Sheets（カスケーディングスタイルシート）の略です。

css は、Web ページの見栄えに関する役割を担います。
css でレイアウトする
 　Webページは、発信する情報そのものが記述されたHTML ファイルと見た目に関するさまざまな指定

が記述された css ファイルを組み合わせて表現します。HTML を作るときには情報の内容に沿ったタグを

付けることに専念し css ファイルにはテキストの装飾や背景色、配置などの設定を記述します。HTML＝

内容と css＝見た目としっかり分離することで、効率的にWebサイトを管理できると同時に、より多く

の人にとって使いやすいWebサイトを提供できます。

css ファイル

HTML ファイル

HTML

テスト

css

Javascript

色彩

注意点

web ページ制作の基礎知識紹介サイト

マウスクリックで説明に移ります

周囲の余白、各項目の枠線

や背景色など、見た目の設

定を行っている

”箇条書き ”という文書構造

上の意味を与えている
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色彩の基礎知識
色相・明度・彩度

明度と彩度 色相環

　ここでは、色の基本属性について解説します。一般的に、色の属性は、「色相」、「明度」、「彩度」、で表

すことができます。この３つの属性について見ていきましょう。

　色相は、赤や青といった色味をさします。色相をサークル状に配置したものが色相環です。色相環を利

用すると、反対色（補色）や類似色を探すことができます。

　明度は、色の明るさを表します。明度が高いと白に近付き、明度が低いと黒に近付きます。絵具やイン

クの混色では、白を混ぜると明度が高くなり、黒を混ぜると明度が低くなります。

　彩度は、色の鮮やかさを表します。彩度が高いと鮮やかな鈍色になります。彩度が低いと無彩色のグレー

に近付きます。

横軸では、赤色を例に、彩度を高めた場合と低くした場合を

示している。縦軸では、グレーを例に、明度を高めた場合と

低くした場合を示している。

色相環で、180°対峙する色を「補色」と言い、互いを引き

立てます。隣接する色はゆるやかに変化していくことで、安

心感を与えます。
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参考文献：Design Basic Book

Javascriptとは？
Javascript って何？
　Javascript は米 Netscape Communications 社（当時）とSun Microsystems 社が共同で開発したwebペー

ジを操作するためのスプリクト言語です。

Javascript の特徴

Javascript と Java

次に Javascript の特徴をまとめておきます。

Javascriptと似た名前の言語に、現在もっとも注目を集めているプログラミング言語 Java があることはご

存じでしょう。実は Java が Javascript に似ているわけではなく、はじめに開発されたのは Java の方です。

Java 言語は、C++言語を元に開発された本格的なオブジェクト指向の言語であり、エンドユーザーが自

分のホームページでちょっと使おうとするには多少難しい感があります。

それに対して、Javascript は Java ほと複雑なことはできない代わりにとてもシンプルに作られているので

初心者が初めてプログラミングを学ぶのに適しているといえるでしょう。

　OSに依存しない･･･Javascript をサポートするwebブラウザが動作する環境ならWindowsであっ

てもMacintoshでも同じように動作します。

・リンクの上にマウスをのせると画像が変化する、いわゆるロールオーバーボタン。
・ダイアログボックスを表示する。
・ユーザーがフォームに入力した内容をサーバーに送る前にチェックする。
・日付 /時間に応じて表示するメッセージやグラフィックを変更する。

　作成に特別なツールを必要としない･･･テキストエディタとwebブラウザさえあれば作成、テストが

行えます。
どのような使い道があるのか
　Javascript はプログラミング言語ですから、プログラム次第で様々な可能性を秘めたWebサイトが

作成できます。具体例をあげておきましょう。

参考文献：JavaScriptプログラミング入門

や識知るす関に彩色とムラグロプのつ３の・tprcssavaJ・ssc・lmth
Webページ制作に関する注意点をとりあげる
Webサイトを見るであろう初心者にそれらの知識を知ってもらう

学習の前
サイトを見る人の知識が既にある
のかを確かめるために行う
事前テストに合格するのは教材をや
る必要が無い人である
事前テストに不合格の人だけを教材
に進ませる

学習の後
教材で勉強した結果として身につい
たかどうかをチェック
「完全習得」といえるか判断するため
に実施する

事前テスト

はじめに事前テストを行います。問題は全部で４問あります。

※このページをプリントしテストに取り組んでみて下さい

問１・HTMLをフルネームで答えなさい

(_______________________________) 

問２・cssをフルネームで答えなさい

(_______________________________) 

問３・光の三原色の３つの色は何色か答えなさい

(_______________________________) 

問４・色の基本属性３つを答えなさい

(_______________________________) 

事後テスト 

学習できたかの確認を行います。問題は全部で４問あります。

※このページをプリントしテストに取り組んでみて下さい

問１・HTMLをフルネームで答えなさい

(_______________________________) 

問２・cssをフルネームで答えなさい

(_______________________________) 

問３・光の三原色の３つの色は何色か答えなさい

(_______________________________) 

問４・色の基本属性３つを答えなさい

(_______________________________) 

・Web サイトに関する本が多く出版されている
・個人的な情報提供サイトが沢山ある

・Web制作の様々な知識を学べる基礎知識の紹介サイトを作成し、知識
を知ってもらう。
・インストラクショナルデザイン*の基礎を教材制作の実践を通して学
ぶ。
　　　　　　　　　「*鈴木克明　著，教材設計マニュアル -独学を支援するために-，北大路書房，2002」


