+13-4_Make the head.txt
Make the head
/ <head>から</head>まで の部分を作ろう！
-(Everything in our HTML file)- +(will go)+ (between the opening
<html> and closing </html> tags).
/ HTMLファイルに書きたい内容は、すべて、「 <html>タグ(tag)から</html>タ
グの間 」に書きます。
(There) +(are)+ (always) -(two parts to the file)-: the head and
body.
/ その内容は、大きく2つに分かれています。 head部分 と body部分 です。
+(Let)+@('s)@ =(focus on the head)=.
/ 今回は、head部分（<head>〜</head>）に、焦点を当てます。
(a) -(It)- +(has)+ @(an opening and a closing tag)@.
/ a. head部分も、開始タグ と 終了タグ が必要です。
(b) -(The head)- +(includes)+ @( [important information]←{about
the webpage},#同格 [such#代名詞]←{as its title} )@.
/ b. head部分 には、Webページの重要な情報が含まれています。例えば、タイト
ル(title)は、ここに書かれます。
(c) -(The title)- +(is)+ =(the words we see in the tab)=（ (for
example), -(the title of this page)- +(is)+ =("Introduction to
HTML")= ）.
/ c. タイトル(title)とは、ブラウザ上部にあるタブで、例えば、このページのタイトルは、
「 HTML Basics | Codecademy 」です。
#"Introduction to HTML"は、多分このページを初回リリースした時の タイト
ル(title) だ。 Ctrl+U で、ソースコードを調べると、70⾏⽬にこんなコードがあり
ます。
<title>HTML Basics | Codecademy</title> (2014/01/01)
Instructions: あなたへのミッション
=========================================
<!DOCTYPE html>
<html>
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</html>
=========================================
1. +(Add)+ @(a <head> opening and </head> closing tag)@.
+(See)+ @(the Hint)@ (for more#名詞・より多くの情報).
/ ① <head>開始タグ と </head>終了タグ を、書いてください。
ヒントでもっと詳しく説明しています。
#しかし、すでに問題自体が答えを示していますね。
まあ、気にしないでいきましょう。
2. (Between the <head> tags), +(add)+ (in) @(opening <title>
and closing </title> tags)@.
/ ② そして、head部分（<head>と</head>の間の部分）の 中 に、
<title>開始タグ と </title>終了タグ を、書いてください。
3. (In between the <title> tags), +(write)+ @(the title of your
webpage)@: "Bad to the Bonez Webpage Inc".
-(You)-+('ll be able to see)+ @(the title)@ (at the top of your
browser window): +(click)+ and +(open)+ (in a new tab) (to see)!
/ ③ タイトル(title)タグ の間に、このページのタイトルとして「 Bad to the Bonez
Webpage Inc 」を、書いてください。 そうすると、あなたのブラウザの上部のタブ が、
「 Bad to the Bonez Webpage Inc 」となるのを確認できます。 今一つ分から
なかったら、"click and open in a new tab to see"と、⻘ の⽂字で書かれた部
分を、クリックしてみてください。 新しいページが、このページに代わって開いて、どんな
ふうになるかを、⾒せてくれます。（2014/01/01）
#このセクションをクリアするには、Bad to the Bonez Webpage Inc という文
字列を、スペルミスや半⾓スペースを間違いなく、きっちりタイプしてください。コピペ
でもいいですが。
4. +(Press)+ @(Save & Submit Code)@!
/ ④ [Save & Submit Code]ボタンを、クリックしてください。
ヒント:
-(The HTML tags)- +(are)+ =(<html> and </html>)=. (What)#疑
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問副詞 +(do)+ -(you)- +(think)+ @(the head and title tags will
be)@?
/ HTMLタグ は、<html>と</html>でしたね、、、それなら、headタグ と titleタ
グ は、どんなだと思います？

・・・まとめ・・・
Make the head
/ <head>から</head>まで の部分を作ろう！
HTMLファイルに書きたい内容は、すべて、「 <html>タグ(tag)から</html>タ
グの間 」に書きます。
その内容は、大きく2つに分かれています。 head部分 と body部分 です。
今回は、head部分（<head>〜</head>）に、焦点を当てます。
a. head部分も、開始タグ と 終了タグ が必要です。
b. head部分 には、Webページの重要な情報が含まれています。例えば、タイト
ル(title)は、ここに書かれます。
c. タイトル(title)とは、ブラウザ上部にあるタブで、例えば、このページのタイトルは、
「 HTML Basics | Codecademy 」です。
#"Introduction to HTML"は、多分このページを初回リリースした時の タイト
ル(title) だ。 Ctrl+U で、ソースコードを調べると、70⾏⽬にこんなコードがあり
ます。
<title>HTML Basics | Codecademy</title> (2014/01/01)
Instructions: あなたへのミッション
=========================================
<!DOCTYPE html>
<html>
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</html>
=========================================
① <head>開始タグ と </head>終了タグ を、書いてください。
ヒントでもっと詳しく説明しています。
#しかし、すでに問題自体が答えを示していますね。
まあ、気にしないでいきましょう。
② そして、head部分（<head>と</head>の間の部分）の 中 に、
<title>開始タグ と </title>終了タグ を、書いてください。
③ タイトル(title)タグ の間に、このページのタイトルとして「 Bad to the Bonez
Webpage Inc 」を、書いてください。 そうすると、あなたのブラウザの上部のタブ が、「
Bad to the Bonez Webpage Inc 」となるのを確認できます。 今一つ分からなかっ
たら、"click and open in a new tab to see"と、⻘ の⽂字で書かれた部分を、ク
リックしてみてください。 新しいページが、このページに代わって開いて、どんなふうになるか
を、⾒せてくれます。（2014/01/01）
#このセクションをクリアするには、Bad to the Bonez Webpage Inc という文
字列を、スペルミスや半⾓スペースを間違いなく、きっちりタイプしてください。コピペでも
いいですが。
④ [Save & Submit Code]ボタンを、クリックしてください。
ヒント:
HTMLタグ は、<html>と</html>でしたね、、、それなら、headタグ と titleタグ は、
どんなだと思います？
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