+13-3_Basic terminology.txt
Basic terminology
/ HTMLコードの基本
/ terminology ・・・ (不可算名詞)専門用語
(To learn more HTML), -(we)- +(should learn)+ @(how to talk
about HTML)@.
/ HTMLを、理解するには、基本構造を、理解すべきです。
(Already) -(you)- +(have seen)+ @(we use <>s a lot)@.
/ すでに、「<」と「>」を使うことは、御承知でしょう。
/ 知らなかったら、今覚えてください、、基本です.
1. -(Things inside <>s)- +(are called)+ @(tags)@.
/ ① <なになに> のことを、「タグ」と呼んでいます。
2. -(Tags)- (nearly) (always) +(come)+ (in pairs):#つまり# an
opening tag and a closing tag.
/ ② 「タグ」は、ほとんどの場合、ペアで、使います、、、「開始タグ」に対応する、
「終了タグ」

とです。

3. Example of opening tag: <html>
/ ③ 開始タグ の例: <html>
4. Example of closing tag: </html>
/ ④ 終了タグ の例: </html>
-(You)- +(can think of)+ @(tags)@ =(as being like parentheses)=:
(whenever you open one), -(you)- +(should close)+ @(it)@.
/ 開始タグ と 終了タグ を、こんな⾵に考えてみましょう、、、たとえば、
『 が、あれば、
』 で、閉じますね
そんな感じです。
つまり、開始タグ があれば、終了タグ で、終わるということです。
-(Tags)- (also) +(nest)+, so -(you)- +(should close)+ @(them)@
(in the right order):#つまり# -(the most recently opened tag)+(should be)+ =(the first one closed)=, (like in the example)
(below).
/ タグは、ネストすることもできます。
/ しかし、正しい順番で閉じてください。
/ つまり、一番新しく書いた 開始タグ は、最初に閉じられるタグになるわです。
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/ 下に例を⽰します。
/ nest ・・・ (他動詞)〔コンピュータ〕…をネストする《プログラムの中に小さな別
のプログラムを組み込んで階層化する》.
[ジーニアス英和（第4版）・和英（第3版）辞典]
/ like in the example ⇒ like the example ＋ in the example
/ ・・・ その例の中でのように （自分の解釈）
<first tag><second tag>Some text!</second tag></first tag>
/ <abc><efg>ネストの例</efg></abc>
/ つまり、abcタグ は、外側になり、efgタグ は、内側に来る.
-(The last exercise)- +(taught)+ @(us)@ @(how to set up our
HTML file)@.
/ 最後の練習問題で、HTMLファイル における、タグの超基本的配置
/ 、、、すべてのHTMLファイルに共通する部分、、、を
/ 覚えましょう。
-(Everything we do now)- +(will go)+ (between <html> and
</html>).
/ （1⾏⽬の<!DOCTYPE HTML>を除いて）すべては、<html>と</html>
/ の間に書かれます。
-(Practice)- +(makes)+ @(perfect)@! One more time:
/ 練習することで、完璧に覚えましょう、、、では、もう⼀度今覚えたことを実践します。

[Instructions]
/ あなたへのミッション
1. +(Put)+ (in) @(the <!DOCTYPE HTML> tag)@.
/ ① <!DOCTYPE HTML>タグ を、右のエディタに書いて（タイプして）ください。
2. +(Put)+ (in) @(the <html> opening and closing tags)@.
/ ② <html>の 開始タグ と 終了タグ を、書いてください。
3. (Between the <html> tags), +(write)+ @(whatever you like)@.
/ ③ そのタグの間に、何でもあなたの好きなことを書いてください。
4. +(Press)+ @(Save & Submit Code)@ (to -~see~- @~what you've
written~@ =~appear on the page=~)!
/ ④ [Save&SubmitCode]ボタンを押してください。あなたの書いたことを⾒ることができ
ます。（右上のウィンドウで、ブラウザでどのように⾒えるかが分かる）
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[Stuck? Get a hint!]
/ もし、はまってしまったら、このボタンでヒントが⾒れます。
↓: ヒントを⾒たら
+(Feel free to peek back)+ (at earlier exercises) (if you forget
exactly what a tag looks like).
/ タグ がどんなものかを忘れていたら、以前のレッスンを、ちらっとみてね。

・・・まとめ・・・
Basic terminology
/ HTMLコードの基本
HTMLを、理解するには、基本構造を、理解すべきです。
すでに、「<」と「>」を使うことは、御承知でしょう。
知らなかったら、今覚えてください、、基本です.
① <なになに> のことを、「タグ」と呼んでいます。
② 「タグ」は、ほとんどの場合、ペアで、使います、、、「開始タグ」に対応する、
「終了タグ」

とです。

③ 開始タグ の例: <html>
④ 終了タグ の例: </html>
開始タグ と 終了タグ を、こんな⾵に考えてみましょう、、、たとえば、
『 が、あれば、
』 で、閉じますね
そんな感じです。
つまり、開始タグ があれば、終了タグ で、終わるということです。
タグは、ネストすることもできます。
しかし、正しい順番で閉じてください。
つまり、一番新しく書いた 開始タグ は、最初に閉じられるタグになるわです。
下に例を⽰します。
nest ・・・ (他動詞)〔コンピュータ〕…をネストする《プログラムの中に小さな別
のプログラムを組み込んで階層化する》.
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[ジーニアス英和（第4版）・和英（第3版）辞典]
<first tag><second tag>Some text!</second tag></first tag>
/ <abc><efg>ネストの例</efg></abc>
/ つまり、abcタグ は、外側になり、efgタグ は、内側に来る.
最後の練習問題で、HTMLファイル における、タグの超基本的配置
、、、すべてのHTMLファイルに共通する部分、、、を
覚えましょう。
（1⾏⽬の<!DOCTYPE HTML>を除いて）すべては、<html>と</html>
の間に書かれます。
練習することで、完璧に覚えましょう、、、では、もう⼀度今覚えたことを実践します。
[Instructions]：あなたへのミッション
① <!DOCTYPE HTML>タグ を、右のエディタに書いて（タイプして）ください。
② <html>の 開始タグ と 終了タグ を、書いてください。
③ そのタグの間に、何でもあなたの好きなことを書いてください。
④ [Save&SubmitCode]ボタンを押してください。あなたの書いたことを⾒ることができます。
（右上のウィンドウで、ブラウザでどのように⾒えるかが分かる）
[Stuck? Get a hint!]
もし、はまってしまったら、このボタンでヒントが⾒れます。
↓: ヒントを⾒たら
タグ がどんなものかを忘れていたら、以前のレッスンを、ちらっとみてね。
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