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論社および著者はいかなる責任も負いません。
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また、ソフトウェアに関する記述は、特に断わりのないかぎり、2016年6月現在でのバージョン

をもとにしています。ソフトウェアはバージョンアップされる場合があり、本書での説明とは機能内
容や画面図などが異なってしまうこともあり得ます。本書ご購入の前に、必ずバージョン番号をご確
認ください。
以上の注意事項をご承諾いただいた上で、本書をご利用願います。これらの注意事項をお読みいた

だかずに、お問い合わせいただいても、技術評論社および著者は対処しかねます。あらかじめ、ご承
知おきください。

● 商標、登録商標について
本書に登場する製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文中に™ 、®など
のマークは特に記載しておりません。

はじめに

プログラミングの世界へようこそ！

執筆のきっかけは、「プログラミングを教えてほしい」と私に依頼してきた学生さん

とのレッスンです。私は、市販されているプログラミングの入門書を買って、それを

読み進めながらレッスンをしたのですが、「自分ならこう説明したい。プログラミング

のやり方やその面白さを、もっと伝えたい」という思いが強くなってきました。そこで

本書を執筆しました。皆さんが楽しみながら読み進めることができるように、カバー

イラストにあるような、やさしくかわいらしいイラストもふんだんに盛り込みました。

プログラミングの学習は、語学の学習によく似ています。英語を学んだときを思い

返してみてください。単語と文法の学習をしてから文章が作れるようになり、段々と

コミュニケーションが取れるようになります。

プログラミングも同じ学習過程を通りますが、文法の学習はどうしても退屈になり

がちです。本書では、最低限必要な文法に絞って解説しています。そのほかの細かい

文法については、プログラムを書いて動かせるようになって、あらためて学ぶほうが

身につくからです。

プログラミングは体感するものです。最低限必要な知識をまず勉強する。あとは実

際に動くプログラムを読んでみて、そのとおりに書いてみて、動かす。自分の頭でイメー

ジした内容をプログラムで表現できるようになってゆく過程を楽しんでもらいます。そ

れが本書のゴールです。

・これから、プログラミングを始められる方
・プログラミングについて、どんなものだか興味を持っている方
・プログラミングに挑戦したけれども挫折してしまった方
・プログラマーが何を考えているか知りたい方

どんな方にも「プログラミングが面白く感じられるようになった」「自分のやりたい

ことが、おぼろげながらできそうだ」と思ってもらえるように本書を執筆しました。

きっとそう思っていただけると思います。

2016年　盛夏
湯本 堅隆
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プログラミングを学習することで出会えた皆様に感謝しています。本当にありが

とう。

本書の読者対象

まったくプログラミングの経験がない方、これから仕事でプログラミングをされ

る方に向けて執筆しました。題材となるプログラミング言語は、Python（パイソン）

です。最近、とても人気が出てきています。プログラミングを勉強するにあたり、

無料で勉強することができるものの1つと言えます。始めるためのハードルが低いの

ですが、自分で自由に使うことができてWindows 10が動く、もしくはアップルの

Mac OS Xが動くパソコンを用意してください。インターネット接続環境は必須です。

本書の読み方

「1日でわかるプログラミング」とサブタイトルに銘打っていますが、読むのを中断

されて途中から再開しても問題がないように工夫しました。本書にあるプログラム

を間違いなく実行できるように、画面キャプチャをたくさん盛り込んでいます。

同時に、1日かけてまずは読み通すことでプログラミングが何であるか、少しでも

理解が進むように執筆しました。実際にソースコードをパソコンに入力しながら学

習をすすめていくと、予想以上に時間がかかるかもしれません。あせらずにじっく

りと何度も試してみてください。本書で紹介したソースコードは、多くのプログラ

マの間で使用されている、GitHubにアップロードしています。ソースコードをとに

かく試してみたい方は、下記のURLにアクセスしてファイルを取得してください。

画面右側の［clone or download］という緑のボタンをクリックし、Download Zipをク

リックすればソースコードがダウンロードできます。

https://github.com/gothedistance/python-book

 本書の内容

第 1章　はじめてのプログラミング

本書で取り上げたプログラミング言語のPythonの使い方を解説します。その前に

そもともプログラムとは何か、その仕組みから振り返ります。そしてプログラミン

グをするため、まずはインストール方法から解説します。はじめの一歩は、四則演

算です。簡単な計算をさせることから、徐々にプログラミングに慣れていきましょう。

第 2章　条件で分ける方法（分岐の基礎文法）

プログラミングの大きな力は、物事をYesかNoで分岐しながら表現できることです。

その解説をする前に、エディターソフトであるAtomのインストールと使い方を説明

します。これはプログラマの間でとても人気のあるエディターソフトウェアで、使

いこなすことで、便利に速く正確にプログラミングができるようになります。そし

て基本的なOSの操作もファイルの使い方、保存のしかたも、しっかりと説明してお
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きます。これで操作に迷うことなく、プログラミングの練習ができるようになるで

しょう。そこから分岐の使い方を学んでもらいます。この章から練習問題がありま

すので、ぜひ試してください。

第 3章　繰り返しさせる方法（反復の基礎文法 )

プログラミングの大きな力は、もう1つあります。指示した内容を間違えることな

く、繰り返し繰り返し実行できることです。今はピンと来ないと思いますが、繰り

返し同じ処理を実行できるのは本当に便利です。繰り返し何かを実行させるために

必要な基礎文法である、for文を中心に解説します。

第 4章　関数を使ってみよう！

関数とは、処理の内容をまとめて名前を付け、再利用できる状態にしたものです。

Excelを使ったことがある方なら聞いたことがある言葉だと思います。そこで使わ

れる関数と同じものという理解で大丈夫です。

これが使えるとプログラミングできることがたくさん増えます。自分のやりたい

ことがもっとできるようになります。それから自分で関数を作る方法を学んでいた

だき、さらに関数を自在に使いこなす方法を解説します。まずは、Pythonにインス 

トールされている関数を使ってみます。

第 5章　いろいろな型を学ぼう

プログラムの応用範囲はとても広いです。メールソフトからネットショップ、ス

マホのアプリからゲーム、はたまたカーナビ。それらを作るためにはさまざまな情

報を管理する必要があり、その中でも頻繁に使うデータの型（形式）について解説し

ています。プログラミングで扱う情報がどういった性質を持っているのかを考えな

がら読むと、いっそう理解が深まります。

第 6章　エラーと例外を使いこなす

エラーを制するものはプログラミングを制す─プログラミングで最も難しいこ

とを1つ挙げろと言われたら、私は「適切なエラー処理を実装すること」と答えます。

まず、どんなときにエラーが起きるのか、そこから解説します。構文エラーや例外

など、コンピュータらしい表現に慣れてもらいます。そして例外処理の基本的な文

法をマスターします。

第 7章　オブジェクトとクラスとは何か？

みなさんが聞いたことがない単語があると思います。「オブジェクト」です。この

オブジェクトなるものを体感して利用イメージをつかむことが、プログラミング力

の向上に大きく関係しています。本書に書かれているオブジェクトについての内容

がなんとなくでも理解できれば、他の入門書や技術書・Webサイトの情報の理解度

の違いが出てきます。それらで書いてあるプログラムが何をやっているか、明確に

イメージできるようになるからです。

第 8章　自分で書いたプログラムをテストする

自分の書いたプログラムをテストします。プログラムの動作確認をどうしたらい

いのか、について解説します。すべてのプログラムには「こういうことをやりなさい」

という要件があります。その内容はさまざまですが、要件を満たしているかどうか 

によってしか、プログラムの実行結果についての良し悪しは判断できません。自分

で書いたプログラムを、自分でちゃんとチェックできる方法を解説します。

第 9章　明日から使えるWebプログラミング

皆さんの周りで一番身近なプログラミングは、Webではないでしょうか。インター

ネットはWebブラウザなしではほとんど使うことができません。しかし、多くの皆

さんはWebを見るだけで、そこに表示されている情報について自分から利用するこ

とは少ないと思います。いろいろなWebページから自分が欲しい情報を抜き出す技
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術それが「スクレイピング」です。この技術を切り口にWebプログラミングの本質を

解説します。

第 1 0章　Webアプリケーションことはじめ

皆さんの身の回りにあるWebサイトは、Webプログラミングがたくさん使われて

います。皆さんがよく使うネットショップのようなサイトが、いったいどんな技術

を使っているのかについて解説しています。その過程で、PythonのWebサーバ機能

を使い、プログラミングをしてみます。第1章で紹介した簡単な四則演算から、Web

を使った本格的なプログラミングまで体感できるようになっています。「おお～ 動い

たぞ～」という喜びが段々大きくなるはずです。ぜひ楽しんでやってみてください。

第 1 1章　今後の学習に向けて

本書のまとめです。第1章から10章まで、その技術的な背景を解説します。そし

て本書を踏み台にどんなふうにプログラミングを勉強していくとよいのか、筆者の

経験を踏まえてアドバイスします。
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