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PHP、JavaScript、Ajax、HTML/XHTML、CSS、Webページ埋め込みによる音声・動画のストリーム配信方法など、Webサ

イト制作に役立つ実用的なプログラミング・テクニックを解説しています。 

コンテンツ紹介  

 

 

 

Q. このサイトの 情報はお役に立ちましたでしょうか？  

 かなり役に立った    役に立った    あまり役に立たなかった    全然役に立たなかった  

| 投票結果を見る | 管理人に【web拍手】を送る （1行メッセージも送れます♪） 
 

 

「ヘテムル 」は、国内最大級の個人向けホスティングサービス『ロリポップ！レンタルサーバー』を運営する株式会社

paperboy&co.の提供する大容量・高機能のレンタルサーバー。  

独自ドメイン50個、データベース10個までを、追加費用無料で設定できます。 

しかも、サーバー容量は余裕の10GB！  

動画配信・音源配信・ポッドキャスティングなど、Flash、音楽、動画ファイル等をふんだんに使って、自由にWEBサイトを表

現することが可能です。 また、マルチドメイン、マルチデータベース、共有SSLなどサイト運営に大変便利な機能や、

FlashMediaServer、ColdFusionなど他にはないユニークな機能を搭載。 もちろん、MovableTypeやWordPress、

Xoopsといった各種webアプリケーション、CGI、 Perl、PHP4、PHP5、Rubyなどの各種開発言語にも対応しています。  

実際にファイルをアップしたりできる15日間のお試し期間があるので、借りてから「サイトを移植してみたらプログラムが

動かなかったー（＞＜）」なんてことにはなりません♪  

  

 
 

PHP 

Windows OS に PHPとApacheサーバー のインスト

ール ～ php.iniの設定まで、 パソコンでPHPを使えるよ

うになるまでの手順を図解。 .htaccessの指定方法、使

用頻度の高いPHP関数をサンプル付きで解説。 Tipsで

は実用的な自作関数を紹介。 

JavaScript 
JavaScriptの基本～実用的な関数までサンプル付きで

解説。 ロールオーバー、ウィンドウ操作、連動プルダウン、

入力チェック（正規表現含む）など、 サイト制作に使える実

用的なスクリプト を紹介。コピペで使えます。 

JavaScriptでDOM（Document Object Model）のメ

ソッド・プロパティを使ってページ上のノードにアクセスする

サンプルも追加しました。 

Ajax 

ブログやサイトで使える実用的なAjaxをサンプル付きで解

説。 

HTML5 

次世代HTML標準となるHTML5を使ってみよう！HTML5
のタグリファレンスなど。 

XHTML 

XHTMLの書き方～XHTMLタグの使い方をサンプル

付きで解説。Web標準にのとったWebページのコーディ

ング。 

CSS 

スタイルシートをプロパティ 別に、コピペで使える実用的

なサンプル 付きで解説。 floatプロパティを使ったサイト

レイアウト、リストメニュー、角丸テーブルなど、サイト制作

に役立つスタイルシートを 使った小技も紹介。 

モバイル  

docomo（imode）、au（EZweb）、SoftBankの3大キ

ャリア携帯サイトの作成方法。各キャリア毎に使用可能な

要素（タグ）とその属性をリストアップ。 

音声・動画配信  

Windows Media Player、RealPlayer、
QuickTime、FlashPlayerのWebページ埋め込みに

よるストリーム配信方法を図・サンプルスクリプト付で解

説。 表示するコントロールのカスタマイズ方法やメタファイ

ル作成も。 

MySQL 

Windows OS に MySQL をインストール する方法 ～ 

基本的なSQL文やSQL内部関数を、 MySQL初心者の

方にも分かりやすいようにサンプル付きで解説。 

Web関連特集  

RSSの受信・配信方法、 HTML文法チェックや

PageRank表示など無料で使えるSEOツール、 アクセ

ス解析で分かることなどSEO対策関連、 Webページ作

成に役立つフリーソフト やオンラインツール、 サイトをグ

レードアップさせるブログパーツの紹介、 IT用語やIPアド

レスの調べ方など、知っておくといいかもな情報を特集。 
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1契約で容量を気にせず複数サイトを運営するなら、ヘテムル がおすすめ！ 
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話題の写真SNS「instagram 」

はじめました。美味しいごはん、

犬をメインにどんどんUPしてま

す。 cocoismで探しくださーい

♪ 

「Instagram 」は、写真にいろんなエフェクトを付けら

れて、簡単に味わいのあるかっこいい写真がとれちゃう

無料のiPhoneアプリ。 Twitter、Facebook、

Flickrに同時投稿できて超便利。  
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