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第21回 html/css チートシート

n番⽬の要素の話 インライン要素とボックス要素の話

�. 汎⽤性⾼すぎタグ div

これまで、htmlのさまざまなタグを紹介してきた.

h1は⼤⾒出し、sectionはひとつのまとまり、というふうにタグにはそれぞれ意味があった.

しかし、これだけでは括りきれないまとまりも存在する.

例えば、articleをsectionで区切るのはどうかと思う. だからといって、他に有⽤なタグがあるわ
けでもない.

こんなときに、divタグである.

明確にくくりの意味をもつわけではないが、 範囲を定義する汎⽤的なタグ であるのが、divである.

classやidを指定できた⽅が楽、もしくはある範囲ごとにその指定を⾏いたいときに、適切なタグがなか

った場合、divタグを使う.

使い⽅は、いつもと同じように、<div>と</div>でくくれば良い. 中にどのような要素があってもよ
い.(body内であれば.)

例

<!-- あくまで例. 特に意味はない -->
<div class="wrapper_heading"> 
    <h1>⾒出し1</h1> 
    <h2>⾒出し2</h2> 
    <h3>⾒出し3</h3>
<div>

�. widthとheight 再考

widthとheightについて、ここでもう⼀度触れておく.
widthはあるタグの幅、heightはあるタグの⾼さを指定する.
例：

/* change_sizeというクラスが定義されているとする. */
.change_size { 
    width: 300px; 
    height: 20px; 
} 
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�. margin の指定⽅法 拡張

次のようなcssを考える.

body { 
    width: 900px; 
} 

この指定で、サイト全体が900pxにおさまるサイズに変更される.

左から900px分の幅がとられる.

これを真ん中に移動させるためには、⼀つの⼿段として、次のように左側に余⽩をつけるという⼿が考

えられる.

body { 
    width: 900px; 
    margin-left: 50px; 
} 

ただ、これだと厳密に真ん中とは⾔いづらい. 画⾯サイズによっては極端に左に⾒えるかもしれない

し、むしろ右側かもしれない.

そんなときに、autoという指定が便利である.

body { 
    width: 900px; 
    margin: 0 auto; 
} 

上の例のように、marginにautoを指定する.

autoは⾃動で同じ余⽩の値になるように表⽰してくれる便利な指定である.

この例だと、0 autoとなっているので、上下が0, 左右がautoであり、左右が同じ余⽩になるように、
つまり、真ん中になるように表⽰される.

ウィンドウに依存するような幅を指定したい場合は、autoという選択肢があることを覚えておこう.
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�. いざ、横並びレイアウト

ある要素を横並びにしたい瞬間は誰しも訪れる.

例

<div class="animal"> 
    <h1>パンダ</h1> 
    <img src="./animal_panda.png" alt="">
</div>
<div class="animal"> 
    <h1>⻁</h1> 
    <img src="./animal_tiger.png" alt="">
</div>
<div class="animal"> 
    <h1>ライオン</h1> 
    <img src="./animal_lion.png" alt="">
</div>

上の例は、動物の名称と画像を並べたものであるが、画像の横幅が⼩さい場合は、縦に並べるよりも、

横に並べた⽅がスッキリして⼼地よい.

そんな時に横に並べる場合は、次の⼿順を踏む必要がある.

�. 横並びにしたいタグ(⼤きなまとまりでも、単体のタグでも)たちを、ある⼀つのタグでくくる.

�. くくったタグに、 display: flex; をcssで指定する.

上の例だと、次のようにすれば、横並びになる.

<div class="animal_list"> 
    <div class="animal"> 
        <h1>パンダ</h1> 
        <img src="./animal_panda.png" alt=""> 
    </div> 
    <div class="animal"> 
        <h1>⻁</h1> 
        <img src="./animal_tiger.png" alt=""> 
    </div> 
    <div class="animal"> 
        <h1>ライオン</h1> 
        <img src="./animal_lion.png" alt=""> 
    </div>
</div>

.animal_list { 
    display: flex; 
} 
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いくつか例をみておこう.

�. liを横に並べてみる.

<ul> 
    <li>ポルシェ</li> 
    <li>ベンツ</li> 
    <li>BMW</li> 
    <li>アウディ</li>
</ul>

ul { 
    display: flex; 
} 

�. sectionを横に並べてみる.

<!-- セクションをまとめるのに、セクションを⽤いている. -->
<section class="sections"> 
    <section> 
        <h2>数学レッスン</h2> 
        <p>⼩学⽣から⾼校⽣まで...</p> 
    </section> 
    <section> 
        <h2>英会話レッスン</h2> 
        <p>ネイティブ講師が...</p> 
    </section>
</section>

.sections { 
    display: flex; 
} 
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�. 横並びの位置の指定

横並びをしたはいいものの、横並びをする位置は、以下のように⾊々考えられる.

左に寄せる

右に寄せる

中央に寄せる

両端に揃えて、真ん中は均等に

両端も空⽩を作って、均等に

これを指定できるのが、 justify-contentプロパティである.

次のように使う.

<div class="animal_list"> 
    <div class="animal"> 
        <h1>パンダ</h1> 
        <img src="./animal_panda.png" alt=""> 
    </div> 
    <div class="animal"> 
        <h1>⻁</h1> 
        <img src="./animal_tiger.png" alt=""> 
    </div> 
    <div class="animal"> 
        <h1>ライオン</h1> 
        <img src="./animal_lion.png" alt=""> 
    </div>
</div>

.animal_list { 
    display: flex; 
    justify-content: center; 
} 

display: flex;を⾏ったタグにjustify-contentを指定すればよい.

値としては以下がある.

値 説明

flex-start ⾏頭寄せ、通常は左揃え

flex-end ⾏末寄せ、通常は右揃え

center センター揃え

space-between アイテムの間にスペースを均等に割り付け

space-around アイテムの両端にスペースを均等に割り付け
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次の図は、https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/#justify-content-propertyから引⽤. 

⾃分の望むレイアウトに合わせて指定しよう.

余談

以前は、2段組のレイアウトを⾏うのに、floatというプロパティを⽤いていたが、これが極端に⾯倒くさく、難し
い. ただ、ここ数年でdisplay: flex;で指定する フレックスボックスモデル という指定が登場し、⼀気に主流と

なった. 

 数年前にこの指定⽅法がなかったわけではないが、サポートされているブラウザが少なく、使うのははばかられる

状況だった. しかし、サポートしないブラウザがどんどん減っていき、今ではほとんどのブラウザに対応しているた

め、使⽤が普及した.

 このように、HTML/CSSなど、web系の業界は流⾏り廃りが激しく、今⽇の常識が明⽇にはとってかわられている

ことが多い. ⾯倒くさいと思った指定は、もっと便利な⽅法が開発されているかもしれない. ⾊々とググってみること

が⼤切である.

<body> 
    <header id="pageHead"> 
        <h1 id="siteTitle">English Club May</h1> 
        <p id="catchcopy">"英語脳をつくりましょう"</p> 
        <nav class="globalNavi"> 
 
            <!-- ここにグローバルナビを記述 --> 
            <!-- ul li で書くことを推奨 --> 
 
        </nav> 
    </header> 
 
<!-- 略 -->

https://www.w3.org/TR/css-flexbox-1/#justify-content-property

