+13-6_Paragraphs and headings.txt
*今回から、訳＆補足 という形にします。
*何しろ、日本では、
*コンピュータに関する ドキュメンテーション/ソフトやプログラミング言語の使い方の説明書 が、
*余り多くないので。
*せっかくの、機会を使わないともったいないです！
/ I should write explanations in detail as there isn't much computer
documentation in Japan.
Paragraphs and headings
パラグラフ(paragraph) と ⾒出し(heading)
-(We)-+('re)+ (definitely) +(making)+ @(good progress)@!
どんどんいろんなことを覚えています！
-(We)-+('ve learned)+ @(when and why we use HTML)@.
まずは、なんのためのHTMLなのか？、リンクするため？、⾒栄え良く
文章を並べるため？どこで使うかは、もちろん、ブラウザですね！
ブラウザとは、InternetExplorer や、人気的には、Google Chrome や、
Firefox などですね。、、、しかししかし、
prompt()メソッド（飛び出すウィンドウのようなもの）が、クールな、Opera も、
忘れないでください。
-(We)-+('ve)+ (also) +(learned)+ @(how to:
a. Set up an HTML file with tags
b. Title the webpage (in the <head>)
c. Create paragraphs (in the <body> with <p> tags))@
そして、コーディング/実際にコードを書くことも、覚えました。
a) タグ(tag) を使って、HTMLファイルの基本部分を作りました。
b) タイトル(title)を、Webページにつける方法を、覚えました。
やり⽅を復習すると、head部分に、
<title>タイトルにすべきことば</title>
こんなコードを書けばよかったですね。
c) パラグラフ を、Webページ上に、再現する方法も覚えました。
基本的に、⾒せる部分は、body部に書くんでしたね。
<p>paragraph/上下に空⽩⾏を作る/パラグラフ</p>
こんなコードを書いてください。
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-(The next step)- +(is)+ =( +~to give~+ @~our paragraphs~@
@~headings~@ (using heading tags) )=.
さて、今度は、パラグラフ(paragraph)に、⾒出し(heading)を付けるという、
「わざ」を、覚えてみましょう！
+(Let)+@('s)@ =(start with the <h1> tag)=.
-(The content between this tag)- +(will be)+ =(the biggest)=!
まず、
<h1>
というタグ(tag)を使ってみましょう！
このタグに囲まれた部分、、、つまり 内容(content)は、
一番大きな文字に、セットされます。どんなに大きな文字にされるかは、
実際にコードを書いてみてみればわかります！
大した技ではないと！、、
千⾥の道も⼀歩から、クールなWebページも小技からです！
Instructions: あなたへのミッション
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
Headings & Paragraphs
</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
============================================
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①(In the body section), +(create)+ @(a heading)@. (To do this),
+(create)+ @(an <h1> tag)@.
body部に、⾒出し(heading)を、作りましょう。まず、<h1>を、書いてください。
②+(Add)+ @(content)@.
その次に、内容(content)、を書いてください。
内容 とは、文章にあたります。
例えば、「h1タグとpタグの融合から生まれるハーモニー」。
③+(Close)+ @(the element)@ (with a closing tag </h1>). （
-(Your content)- +(should)+ (now) +(be)+ (between <h1> and
</h1>). ）
そして、</h1>タグで閉じましょう。
そうすると、内容(content)の文章は、<h1>と</h1>で、挟まれる形になりま
す。
ちょっと復習します:
要素(element) ＝ <開始タグ>内容</終了タグ>
要素 の、語義 をチェックしておきましょう！
④(Underneath the heading tags), +(create)+ @(two
paragraphs)@ (using <p> tags) (with whatever content you like).
⾒出し(heading)タグ の下に、2つの パラグラフ を、生み出すためのコードを書
きましょう。
パラグラフを作るために使うタグは、
<p>タグ
です。
内容は、なんでも！
例えば、
千⾥の道も⼀歩から
クールなWebページも、小技から
の、2つを パラグラフ として加えてみましょう。

ヒント:
Remember: -(paragraphs)- +(require)+ @(<p></p> tags)@!
覚えてますか？、、、パラグラフ を、作るのに必要なタグは、
<p> と </p>
です！
3/6 ページ

+13-6_Paragraphs and headings.txt

・・・まとめ・・・
パラグラフ(paragraph) と ⾒出し(heading)
どんどんいろんなことを覚えています！
まずは、なんのためのHTMLなのか？、リンクするため？、⾒栄え良く
文章を並べるため？どこで使うかは、もちろん、ブラウザですね！
ブラウザとは、InternetExplorer や、人気的には、Google Chrome や、
Firefox などですね。、、、しかししかし、
prompt()メソッド（飛び出すウィンドウのようなもの）が、クールな、Opera も、
忘れないでください。
そして、コーディング/実際にコードを書くことも、覚えました。
a) タグ(tag) を使って、HTMLファイルの基本部分を作りました。
b) タイトル(title)を、Webページにつける方法を、覚えました。
やり⽅を復習すると、head部分に、
<title>タイトルにすべきことば</title>
こんなコードを書けばよかったですね。
c) パラグラフ を、Webページ上に、再現する方法も覚えました。
基本的に、⾒せる部分は、body部に書くんでしたね。
<p>paragraph/上下に空⽩⾏を作る/パラグラフ</p>
こんなコードを書いてください。
さて、今度は、パラグラフ(paragraph)に、⾒出し(heading)を付けるという、
「わざ」を、覚えてみましょう！
まず、
<h1>
というタグ(tag)を使ってみましょう！
このタグに囲まれた部分、、、つまり 内容(content)は、
一番大きな文字に、セットされます。どんなに大きな文字にされるかは、
実際にコードを書いてみてみればわかります！
大した技ではないと！、、
千⾥の道も⼀歩から、クールなWebページも小技からです！
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Instructions: あなたへのミッション
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>
Headings & Paragraphs
</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
============================================
①body部に、⾒出し(heading)を、作りましょう。まず、<h1>を、書いてください。
②その次に、内容(content)、を書いてください。
内容 とは、文章にあたります。
例えば、「h1タグとpタグの融合から生まれるハーモニー」。
③そして、</h1>タグで閉じましょう。
そうすると、内容(content)の文章は、<h1>と</h1>で、挟まれる形になりま
す。
ちょっと復習します:
要素(element) ＝ <開始タグ>内容</終了タグ>
要素 の、語義 をチェックしておきましょう！
④⾒出し(heading)タグ の下に、2つの パラグラフ を、生み出すためのコードを書
きましょう。
パラグラフを作るために使うタグは、
<p>タグ
です。
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内容は、なんでも！
例えば、
千⾥の道も⼀歩から
クールなWebページも、小技から
の、2つを パラグラフ として加えてみましょう。

ヒント:
覚えてますか？、、、パラグラフ を、作るのに必要なタグは、
<p> と </p>
です！
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