
はじめてでも 時間で

理解・実装できる

ｊQuery

3

ウェブ担当者通信「はじでき」講座シリーズ ～第４回～

講座概要

jQuery とは、複雑な JavaSpript プログラミングができなくてもリッチな UI
の Web ページを作ることができる JavaScript ライブラリーのひとつです。
たくさんの jQuery があり、サイトに動きをつけたいときに jQuery はとても
使いやすく便利です。実装したい内容を検索をすると自作の jQuery も多く
ヒットします。
ところが、数多くある jQuery のサンプルコードをコピペして使ってみたとこ
ろ、「動かない！」「思っていた動きと違う！」「でもどこを直せばいいのか分
からない」と、すぐに使えるはずの jQuery ではまってしまった方もいらっしゃ
ることでしょう。

今回のはじでき講座は、プログラミング初心者のための jQuery 入門講座です。

jQuery が動かないときの対処法が分かります

12/09 15:00 - 18:30

株式会社 KDDI ウェブコミュニケーションズ（東京･麹町）
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実は、あまり意識されていませんが jQuery の習得には 3 段階のステップがあります。

ところで… なぜ、jQueryって難しいの？

カリキュラム

意味はよくわからないが、コピペして使う レトルト料理を温めて食べる

ヘルプを読んで、ちゃんと理解して使う
一部を調整する

レシピを元に、料理を作って食べる
味を調整する

自分でカスタマイズする 素材からこだわりオリジナル料理を作り食べる

Step1 Step1

Step2

Step3

Step2

Step3

ｊQueryの習得の流れ 料理の習得の流れ

jQuery を使うだけであれば、コピペをすれば使えるのですが、レトルトをどれだけ食べても料理ができないように、jQuery もコピー
を繰り返していてもなかなか理解が進みません。
そこで一度、簡単な jQuery を自分で作って理解する段階が必要です。

今回の講座の対象範囲は Step1 と Step2。

つまり、まず jQuery の探し方や使い方を理解し、その後、簡単な jQuery を作って理解し、調整ができるまでが対象範囲です。
「そもそも jQuery とは何か？」という勘所を掴んで頂き、簡単なトラブルシュートまでできるようになってもらいます。

本講座で jQuery の基礎をまず学び、サンプルコードを実際に手を動かして書いて使うことに慣れていきましょう。

本講座のゴール本講座で目指すゴール

15:00 - 15:05 ウェブ担当者通信とは？　講師紹介

1時間目　jQueryの基礎を知ろう 　　　　
・ jQueryとは？
・ 初心者がjQueryを使うとき最低限知っておきたいこと
・ 初心者がjQueryを使いこなしたいときに知っておくこと

15:05 - 16:15

・ Lesson3でつくるjQueryの動作と概要説明
・ jQueryを使う準備をしよう
・ サイトにjQueryで効果をつけてみる
・ サイトにjQueryで動きをつけてみよう

2時間目　jQueryの基本的な構文を使ってみよう

3時間目　一緒にイチからjQueryを作ってみよう

質疑応答

16:25 - 17:35

17:40 - 18:15

18:15 - 18:30

※参加人数等を見ながら、講座内容を随時見直している関係で、内容が多少変更される場合があります。



講師・主催紹介

講座概要

協賛

システム開発会社で、大規模なシステム開発を経験後、Web 制作会社でプログラマー兼、ディ
レクターとして従事。
その後、KDDI ウェブコミュニケーションズに入社、CPI ブランドのプロダクトマネージャー
に就任。ACE01、SmartRelease をリリース後、現職の「エバンジェリスト」として、Web 制
作に関する様々なイベントに登壇。

講師：阿部正幸 
KDDIウェブコミュニケーションズ

ウェブ担当者通信は「ウェブ担当者が職業人として継続的に成長できる場所」を目指して運営されてい
る団体です。趣旨に賛同してくださった有名講師の方などのご協力を得て運営されています。
ウェブの世界は日進月歩ですが「このノウハウを学んでおけば、長期的視野で、道を間違えずに成長で
きる。職業人として本当のプロを目指せる」という内容を、選別・作成しお届けしています。

実践的な課題を毎月４題出題しオンラインで回答、翌月月刊誌が届くリアルとオンラインを融
合した講座を行っています。
また「はじでき講座」をはじめとした「明日から使える・役に立つ」をテーマとしたセミナー
や講座を開催しており、プレミアムメンバーの方は無料（一部有料）で参加できます。
プレミアムメンバーの詳細は別紙をご覧ください。

主催：ウェブ担当者通信
http://webtan-tsushin.com/

開催日時  ：  2015年12月9日（水）15:00 - 18:30（開場：14:50-）
開催会場  ：  株式会社 KDDI ウェブコミュニケーションズ　セミナールーム（東京・麹町）

受講料金  ：  ウェブ担当者通信プレミアムメンバー … 無料
　　　　　   一 般  … 8,400 円（税込）
講座対象  ：  プログラミング初心者の方
　　　　　   jQuery を使ったことはあるけどコードの中身が理解できない方
　　　　　   jQuery を使ったことはあるけど自分の環境にあわせて変えることができない方
　　　　　   jQuery を作ってやりたいことを実装したい方
 　　　　　 エラーが起こったときにコードが分からなくて困ったことがある方

受講定員  ：  20 名 
支払方法  ：  銀行振込み
　　　　　  クレジットカード払い 

プレミアムメンバーって何？

お申込はWebから http://webtan-tsushin.com/kouza/jquery_basic.html

KDDI ウェブコミュニケーションズ社は、中小企業のマーケティングを応援して
いくというポリシーのもと、右記の CPI サーバーや無料ホームページ作成ツール
として有名な Jimdo など様々なサービスを展開している会社さんです。

CPI サーバーは、KDDI ウェブコミュニケーションズ社が展開するレンタルサー
バーサービスの名称です。開発の柔軟性にとんでおり、テストサーバーが標準で
用意されるなど、運用面を意識したサービスが特徴です。

【東京オフィス】 〒141-0031　東京都千代田区神田錦町3-21 ちよだプラットフォーム1250 tel :  050-5534-5501 e-mail :  support@webtan-tsushin.com



Web運営で困った時、
気軽に相談できる
場を用意しました!!

自分でやっていることが本当に正しいのか、

これからどう勉強していけばいいのかわからない。

周りに情報交換できる人が少ない。 孤独な仕事なので、

困った時に気軽に相談できるような場所が欲しい。

いろんな情報があって、 どれが正しいのか分からない。

一人で頑張っているweb担当者やディレクターの方にこそ試してほしい！

業界トップランナー
ばかりの講師陣

ウェブ担当者通信プレミアムメンバー３つのメリット

1 毎月実践的な問題を
講師からフィードバック2 気軽に参加できる価格3

毎月実践的な問題を出題講師からフィードバック
月刊誌を毎月中頃にお届け！

過去の出題例
・  どんな商品が売れる ?

・  最近ある案件の成約率が２倍になった。 その施策は何？

・  他人に勧めたくなる ( シェアしたくなる ) コンテンツを探してみる 

・  ウェブ担当者として効率的に結果を出すための３つの方法

・  EC サイトで忙しい中どの解析データを確認する？

・  jQuery のバージョンは最新が適切 ?

・  Google アナリティクスのオーディエンスレポート

・  そもそもウェブ担当者の業務範囲って？

・  自社サイトのファン作りを考える 

・  売れるサイトの演出 2014 セミナー

・  上司もクライアントも納得！アクセス解析レポート術

・  世界一やさしい GoogleAnalytics アクセス解析入門 出版記念セミナー

・  Analytics&AdWords ストーリーで考えるとリスティング広告はこうなる

・  いまさら聞けない 「GoogleAnalytics」　など

セミナー動画いつでも見放題
過去開催の保存されているセミナー

http://webtan-tsushin.com

ウェブ担当者通信 検索

初月は980円（税込）でお試しいただけます！！
詳しい情報は　


