
頁 該当箇所 誤 正

13 欧州素粒子物理研究所 欧州原子核研究機構

28

48

55

55

58 特定の場所リンクを 特定の場所にリンクを

66 右段「リストの使い方」から３行目 つくるを作る時 つくる時

75

82 border bolder

91 記述例

91 background-color: ○ background-color: ☓

94 ボックスモデルの詳細 ●マージン（枠線のボーダーの余白） ●マージン（枠線の外側の余白）

98 「ボーダーの幅を指定する」の項 medium

114 「背景画像の繰り返しの指定」の項

115 左上のスタイルシートの記述部分 background-repeat: no-repeat;

129

132

132 ★削除

144 ★削除

145 h3.style1 {color: blue;} p.style1 {color: red;}

146 手順４

169 手順５、６行目

173

194

194

219 無駄にすることにもなりません。 無駄にすることになります。

234 左段、本文。下から２行目

240

243 右段、想定するスタイルシートファイル

速習Web   デザイン改訂新版 HTML＆スタイルシート（5刷）正誤表

STEP02，3行目

STEP04，下から7行目 マウントした際に表示された画面の中にある。そ
して、

そして、マウントした際に表示された画面の中に
ある

手順1 STEP01からの続きです。18行目の STEP01からの続きです。15行目の

手順1 STEP01からの続きです。23行目の STEP01からの続きです。2１行目の

手順2 13行目にある「#１.東京ぐるめ」 13行目にある「東京ぐるめ」

Lessonのまとめ，2つ目

STEP01，3行目 px（ピクセル） cm（センチメートル）

font-weightプロパティの値と機能

body要素に指定した25pxを基準に、p要素のフ
ォントサイズを70%に指定しました。さらに
<span>その内部のspan要素ではp要素の60％
の大きさで指定</span>しました。

&lt;body&gt;タグで指定された25ピクセルを基
準に、&lt;p&gt;タグ内のテキストの大きさは70%
になっています。さらに<span>その60%の大きさ
で指定</span>しました。

Part-2で学習するプロパティの値と継承の表

midium

bacground-imageプロパティで background-imageプロパティで

backuground-repat: no-repat;

STEP0１，１行目 <ul>タグ（undered <ul>タグ（unordered

STEP03，５行目 <dd>タグ <dd>タグ（definition descriptionの略。定義説
明の意味）

STEP03，7行目 （definition disicriptionの略。定義説明の意味
）

POINT!，５行目 コロン（:）、ピリオド（.）

COLUMN内，スタイルシートファイル

に関するCSS」のh３要素の下に、 に関するCSS」のh2要素の下に、

同様に、cotentの 同様に、contentの

このLessonのまとめ、４つ目 ovevrflowプロパティ overflowプロパティ

Flashムービーを埋め込む際のHTMLの記述
例

type=”application/x-shokwave-flash” type=”application/x-shockwave-flash”

param要素を使って、Flashムービーの再生の
され方を設定できる

type=”application/x-shokwave-flash” type=”application/x-shockwave-flash”

POINT!、最後の行

５番目の色（#663300） ５番目の色（#660000）

右段、本文13行目、16行目、20行目 ol要素 ul要素

#menu li {
  list-style-type: none;
  padding-left: 18px;
}
#menu li a {
  background: url(hover1.gif) no-repeat;
}
#menu li a:hover {
  background: url(hover2.gif) no-repeat 
0 -50px;
}

#menu li {
  list-style-type: none;
}
#menu li a {
  padding-left: 18px;
  background: url(hover3.gif) no-repeat;
}
#menu li a:hover {
  background: url(hover3.gif) no-repeat 
0 -50px;
}



頁 該当箇所 誤 正

36

37 属性 属性値

43

46 block

49 <p>2H2<sub> <p>2H<sub>

49 O1<sub>11</sub> O<sub>11</sub>

54 図版のキャプション

57 マウスの使わなくても マウスを使わなくても

79 本文，４行目（右上２行目）

80

80 sans-serif

88 line-hight:1.8; line-height:1.8;

92

101 ページ一番したの小見出し 上、下、左右のマージンを指定 上、左右、下のマージンを指定

104

109 JavaScript

111 all both

111

114 背景画像の左寄せ 背景画像の上寄せ

116 repeat-x repeat-y

120 テーブル・セルの大きさの指定する テーブル・セルの大きさの指定をする

121 本文，下から２行目 border-collapse: collapse;

122 border-collapse: collapse;

123 本文，下から３行目 縦方向の位置を指します。 縦方向の位置を指定します。

138

147

170 右下，表の中の値 hidden

186 複数行のテキストボックスの例

187

187 右下，プルダウンメニューの例 <option value=”selected”> <option selected>

188

249 hight height

211

212

226 FF6633 FF3333

227 33CC99 339999

227 336600 333300

227 00CC33 009933

251 margin-light margin-right

252 light right

252 hidden

253 list-style-type

速習Web   デザイン改訂新版 HTML＆スタイルシート（4刷）正誤表

手順9，3行目 6行目の行末 7行目の行末

本文8行目と表内の見出し左側

手順1，2行目 14行目に 13行目に

STEP01，左段，3行目 blok

STEP03，右側の例

手順1のコード内15行目

name属性を利用する Id属性を利用する

COLUMN「accesskey属性」の本文３行目

rgb(0,278,255) rgb(0, 255★ 以下の数字★,255)

「主なフォントの種類」のキャプションに説明文
を追加

 逆に，「ヒラギノ角ゴ Pro W3  」や「ヒラギノ明朝
Pro W3」の「Pro」「W3」は半角で，スペース部
分も半角である

左下の文章，9行目 ssans-serif

「line-heightプロパティで1.8を設定した例」
矢印線の横の説明
このLessonのまとめ，3つ目 Indentプロパティ text-indentプロパティ

このLessonのまとめ，4つ目 boderプロパティ borderプロパティ

COLUMN「JavaScirptを使った画像の拡大」
のタイトル

JavaScirpt

左上，「回り込みを解除する」の始めの段落の
末尾
左上，「clearプロパティの値」の表 right：左の回り込み（float:left）を解除する

left：左の回り込み（float:right）を解除する
all：左右両方の回り込みを一度に解除する

right：左の回り込み（float:right）を解除する
left：左の回り込み（float:left）を解除する
both：左右両方の回り込みを一度に解除する

右下，表の中のtopの説明文

上部POINTの2つの例

STEP:02タイトル

border-collapse: collapase;

右上COLUMN，例 border-collapse: collpase;

このLessonのまとめ，2つ目 <ul>タグと<ol>タグを使う <ol>タグと<li>タグを使う

STEP03，3行目 calss属性 class属性

hiden

</div>と</textarea>を <br >と</textarea></div>に差替え

 小見出し「プルダウンメニュー」の最後に，説
明文を追加

その際，selected属性は属性値「selected」を設
定するのですが，HTML バージョン4ではこの場
合において属性値を省略できるため，単に
「<option selected>」といった形でseleted属
性をもった<option>タグを書くのが一般的です。

手順2のコード，7〜9行目 <option>赤い部屋〜
<option>黄色い部屋〜
<option>緑の部屋〜

<option value=”red-room”>赤い部屋〜
<option value=”yellow-room”>黄色い部屋〜
<option value=”green-room”>緑の部屋〜

右段，<th>タグの属性，4番目

STEP02，3行目 contents属性 content属性

STEP03，3行目／STEP04，4行目 contents属性 content属性

表の5行5列目の16進数

表の3行6列目の16進数

表の6行右から2列目の16進数

表の下から5行右から4列目の16進数

右段，下から3番目のプロパティ

左段，floatプロパティの値

右段，overflowプロパティの値 hiden

左段，4番目のプロパティ ist-style-type

※上記間違い等にあわせて，本書サンプルファイル（CD-ROMの「Sokusyu_data」フォルダ）もアップデートをかけております。
http://gihyo.jp/book/2008/978-4-7741-3433-8/support よりダウンロードできますので，あわせてご確認ください。

http://gihyo.jp/book/2008/978-4-7741-3433-8/support
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