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2014年度 第 23回埼玉県プログラミングコンテスト 

～ホームページ部門～ 「埼玉県の魅力」作品紹介 

 

その１ 埼玉県の「観光地」を紹介します。 

その２ 埼玉県の「食」を紹介します。 

その３ 埼玉県の「祭り」を紹介します。 

その４ 埼玉県の「日本一」を紹介します。 

その５ 埼玉県の「発祥」を紹介します。 

埼 玉 県 立 熊 谷 工 業 高 等 学 校 

情報技術科２年 大胡
お お ご

 和希 

表紙写真：大宮ソニックシティ 

KTHS 
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※トップページは toppage.html です。toppage.html をクリックしてご覧ください。 

※閲覧する前に必ずデスクトップなどにコピーしてからご覧ください。（Internet Exploreｒの場合は正しく表

示されない可能性があります。） 

※本ページでは Google Chrome を中心に作成し、バージョン 36.0.1985.125m 以上で動作確認しております。

また、Internet Explorer 11以上でも動作確認しておりますが、Internet Explorerでは多少の画像の粗さな

どがあります。 

※本ページは Java scriptを使用しています。ブラウザで Java scriptが制限されている場合は正しく表示

されない可能性があります。 

※ブログパーツなどはフィルタリングがかかっている場合、正しく表示されないものがあります。 

※本ページは PDF 文書を掲載しています。Adobe Reader をお持ちでない方は、各ページ下部の「本ページ

PDF 閲覧について」のところのバナーをクリックしてダウンロードしてください。 

※また、ページ作成上で参考にしたサイトは「リンク」のページに、出典や引用文献等はその情報の下記に掲

載してあります。 

注意事項 
～はじめにお読みください。～ 
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＜はじめに＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜作品概要＞ 

作品タイトル 
 

使用言語 HTML、CSS、JavaScript、jQuery 

ページ数 14ページ 

＜この作品の目的＞ 

 

 

 

 

＜各機能・パーツの概要＞ 

時計 ＜使用言語＞ JavaScript、CSS（デザイン） 

Yahoo検索ボックス ・Yahoo 検索ボックス設置方法：http://custom.search.yahoo.co.jp/statics/ 

１，作品について 

・本ページを通じて「埼玉県の魅力」ついて少しでも理解してもらえること 

・ソフトを使用せず、ソースコードはすべて手打ちで制作すること 

・デザインや配列などを工夫し、ページの見やすさを考慮すること 

・著作権やプライバシーなどを重視し、安全性が高いこと 

昨年度のプログラミングコンテストはブロック崩しのゲームを制作しましたが、途中で HDDのデーターがすべ

て消えたため作業が遅れ、あまり良い作品を制作することができませんでした。 

今年度はゲームではなくホームページを制作することにしました。なぜなら、自分はあまり C++言語があまり

得意ではないことと、ホームページは中３の頃から制作しているので得意分野でもあり、作ってみたかったから

です。また、プログラミングコンテストのホームページ部門のテーマが今年度から「埼玉県の魅力」というテー

マに変わったので、より制作しやすくなったのも理由の一つです。 

中３のころからホームページを制作していたとはいえ、今までは「ホームページビルダー」というソフトを使

って制作したので、手打ちでの制作は初めてで最初は大変でした。しかし、やっていくうちにだんだんと慣れ、

今ではソフトを使って制作するよりも手打ちのほうが制作しやすくなりました。正直言って、今まで趣味で制作

していたホームページよりも現在制作しているホームページのほうがクォリティー高く、いいホームページがで

きたような気がします。 

また、タイトルについては単なる思いつきで「魅力満サイタマ」に決めました。一ついうならば、埼玉をカタ

カナにしたのは漢字やひらがなよりもインパクトが強かったからです。 

 こんなホームページですが７月の中旬から約１ヶ月半、部活や家とでほとんど毎日欠かさず一生懸命制作しま

したのでご覧ください。 

 

http://custom.search.yahoo.co.jp/statics/
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jQuery スライド 

＜使用ソフト＞ bxslider：http://bxslider.com/ 

＜使用言語＞ jQuery、CSS（デザイン） 

＜設定＞  

自動設定：true スピード：4000 ミリ秒 モード：fade 静止時間：10000 ミリ秒 

コントロール：false イージング：linear 

カウンター ・無料アクセスカウンター：http://www.rays-counter.com/ 

スムーススクロ

ール 
＜使用言語＞ jQuery 

＜設定＞ スピード：1000 ミリ秒 

ブログパーツ 

＜トップページ ブログパーツのサイト＞ 

・ニュース FeedWind：http://feed.mikle.com/ja/ 

・天気予報 ウェザーニュース：http://weathernews.jp/blogparts/ 

・放射線情報 放射線量マップ：http://radrec.jp/index.html 

＜トップページ以外のブログパーツ＞ 

・埼玉の時計 http://www.cg1.org/parts18/ 

写真館 
＜使用ソフト＞ Lightbox2：http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/ 

＜使用言語＞ jQuery、CSS（デザイン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２，開発環境 

３，使用ソフト 

＜OS＞ 
・家：Microsoft Windows7 

・学校：Microsoft Windows8.1 

 

＜ブラウザ＞ 
・Google Chrome（主にこちらを使用して作成しています。）  

・Internet Explorer11 

＜jQuery＞ 
・Lightbox2（写真館） 

・bxslider（トップページ jQuery スライド） 

＜エディター＞ 
・メモ帳（Windows 内蔵） 

・ホームページビルダーCSS エディター 

 

＜グラフィック関連＞ 
・Paint.NET 

・家：Microsoft Office 2010 PowerPoint 

・学校：Microsoft Office 2013 PowerPoint 

・ホームページビルダーウェブアートデザイナー 

http://bxslider.com/
http://www.rays-counter.com/
http://feed.mikle.com/ja/
http://weathernews.jp/blogparts/
http://radrec.jp/index.html
http://www.cg1.org/parts18/
http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
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４，素材について 

※本ページに使用している素材は、管理人が作成、撮影したものやソフトの素材集、フリーサイトの素

材またはクリエイティブ・コモンズの素材を掲載しています。 

 

＜ソフトの素材集＞ 
・Microsoft Office 2010 PowerPoint クリップアート 

・一太郎 部品 

・ホームページビルダー素材集 

 

＜フリー素材サイト＞ 
・写真素材 足成：http://www.ashinari.com/about/guide/ 

・街画ガイド：http://komekami.sakura.ne.jp/ 

・写楽：http://www.syaraku-jp.com/ 

・えいの旅：http://trip.hiwadasan.com/index.html 

・Similar-Image：http://similar-image.com/ 

 

※クリエイティブ・コモンズの素材を使用しているものについては、ライセンスに従い、

その素材の下にクレジットを表記しています。 

http://www.ashinari.com/about/guide/
http://komekami.sakura.ne.jp/
http://www.syaraku-jp.com/
http://trip.hiwadasan.com/index.html
http://similar-image.com/

