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アプリ開発（初級編）のねらい

アプリ開発の面白さを知る、教養として学ぶ

アプリ開発ツールの使い方に慣れる

学習前・・・アプリ開発ってなんか難しそう

学習後・・・意外に簡単につくれるんだ！！

次はこんなアプリつくってみよう！！
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アプリとは？

アプリとはアプリケーションソフトウェア（Application 
Software）の略でいろいろな機能を持ったソフトウェア
のことです。

アプリには、Gmailなどのメールアプリ、Chrome、Safari
などのブラウザアプリ、Facebook、Instagram、Twitter
などのSNSアプリなど様々なアプリがあります。

これらのアプリをつくるということは難しそうな印象を受
けるかもしれませんが、アプリによっては比較的簡単につ
くることができます。

アプリ開発（初級編）では、簡単なアプリを実際につくり、
アプリ開発の面白さを知っていただきます。
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AndroidアプリiOSアプリ

アプリの種類

アプリには３種類のアプリが存在します。一つ目はアップル社が開発したiOSアプリです。Macパソコ
ンで開発され、iPhone/iPadなどで使われます。二つ目は、Google社が開発したAndroidアプリです。
Windowsパソコンで開発され、Xperia、Galaxyなどの機種で使われます。三つ目はハイブリッドアプ
リです。Mac/Windowsどちらのパソコンでも開発可能で、ほぼすべてのスマホに搭載可能です。この
ハイブリッドアプリの開発のために、今回「Monaca」と呼ばれるソフトをつかっていきます。

ハイブリッドアプリ
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アプリの種類 必要機器 開発環境 プログラミング言語

iOSアプリ Mac Xcode
Swift

Objective-C

Androidアプリ Windows Android Studio Java

ハイブリッドアプリ Windows/Mac Monaca
HTML

CSS

JavaScript

なぜMonacaを使うの？

通常、iOS/Androidアプリの開発にはSwift / Objective-C / Javaなど、OSに合わせて特有な
プログラミング言語を使わなければなりません。一方Monacaでは、HTML / CSS / 
JavaScriptなどWebサイト制作にも使われる汎用性の高いプログラミング言語をつかってア
プリ開発することができます。
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アプリ開発ツールMonacaについて

さらにMonacaには、無料のサンプルアプリが存在し、それらのアプリをつかうことで
簡単に短時間で自分専用のオリジナルアプリをつくることができます。
では、早速Monacaをつかってアプリ開発をおこなっていきましょう！！
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Monacaのアカウント登録



https://ja.monaca.io/

Monaca公式サイト（下記URL）にアクセスしましょう。

「開発を始める」をクリック

※ブラウザは「Chrome」を推奨します。

https://ja.monaca.io/


「無料トライアル」をクリック
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ここで、Monacaアカウントを作成します。メールアドレスと
パスワードを入力し、「アカウント新規作成」ボタンをクリックし
てください。
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設定したメールアドレスにメールが送られてきます。
メールに添付されている「本登録はこちら」ボタンをクリックします。
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利用プランは無料の「Freeプラン」を選択してください。その
下の個人情報も併せて入力します。最後に「無料トライアル開
始」ボタンをクリックします。

この枠をクリックすると、いくつ
かのプランが表示されます。
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利用規約に同意の上「OK」ボタンをクリックします。
※「Freeプラン」は法人の商用利用は禁止されています
ので、注意してください。
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Monacaのアカウント作成が完了しました。
「ダッシュボードに進む」をクリックし、Monacaの
ダッシュボードに進みましょう。
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Monacaの基本操作



Monacaのダッシュボード画面です。この画面では、作成したプロジェクトを管理す
ることができます。それでは新しくプロジェクトをつくり、アプリ開発を行っていき
ましょう。画面左上の「新しいプロジェクトを作る」ボタンをクリックします。
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テンプレートの種類を選びます。
一番右の「最小限のテンプレート」を選択してください。
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プロジェクト名を入力してください。説明欄は任意です。
その後、「作成」ボタンをクリックしてください。
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ダッシュボードにプロジェクトが作成されました。
作成したプロジェクトを選択し、「クラウドIDEを開く」
をクリックしてください。
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Monacaの基本画面が表示されます。この画面でプロジェクトを編集し、
アプリ開発をおこなっていきましょう。
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デバッグパネル

メニューバー

プレビュー

エディター

プロジェクト
パネル

メニューバー：いろいろな機能を呼び出せます
プロジェクトパネル：ファイル管理パネルです
エディター：ソースコードの編集をおこないます
デバッグパネル：エラー情報などを表示します
プレビュー：動作確認をおこないます
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最初は練習として、iPhone画面に何か文字を表示させてみましょう。

はじめてのアプリ開発
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エディタ画面のソースコードを変更します。「This is a template for Monaca app.」の文
字を消して、赤枠のように、「はじめてのアプリ開発」と入力してみましょう。入力後、
ファイルをクリックし「保存」ボタンでファイルを保存してください。「Ctrl+S」でもファ
イルを保存できます。
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ファイルを保存すると、画面右上に「ファイルが保存されました」と表示されます。プレ
ビュー画面を確認すると、入力した文字が表示されていることが確認できます。後ほど、
iPhone画面で確認する方法を説明します。
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Monacaデバッガーのインストール



プレビュー画面ではなく、iPhone画面でアプリの
動作を確認してみましょう。そのために「Monaca
デバッガー」をインストールします。
はじめに、iPhoneのApp Storeを開いてください。
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検索欄に「monaca」と入力すると、
「Monacaデバッガー」アプリがヒットします。

このアプリをインストールしてください。
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Monacaデバッガーをインストールすると、
ログイン画面が表示されます。
登録したメールアドレスとパスワードを入力し、
ログインボタンをクリックします。
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ログインすると、先ほどつくったプロジェクト
が表示されているのが確認できます。
動作確認したいプロジェクトを選択し、動作確
認してみましょう。
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「test」プロジェクトを選択すると、「はじめてのアプ
リ開発」と表示されています。これは先ほど入力した文
字がアプリ画面に表示されていることを意味しています。
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Monacaデバッガーの基本操作
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スクリーンショット

プロジェクト一覧に
戻る

更新

ログの確認

画面右下のボタンをクリックすると、４つのボタンが表示さ
れます。それぞれの機能を上に記載しましたのでご参考にし
てください。エラーが発生したときはログの確認画面でエ
ラーの詳細を確認することができます。
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ここからは、アプリ開発に必要なプログラミング言語 HTML / CSS / JavaScript
を説明していきます。それぞれの言語を使って、下のような簡単なアプリをつくっ
てみましょう。

タイトル：アプリ開発（初級編）
文章：いろいろなアプリをつくってみよう！
画像とクリックボタンを挿入
クリックボタンを押すと、「副業まとめサイト：ひぐち
家」と表示される

アプリの内容
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HTML入門
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HTMLはHyper Text Markup Languageの略で、マークアップ言語の
ひとつです。アプリの画面に、文章やリンク、画像などを挿入するた
めにHTMLを使います。HTMLは以下のように、「タグ」と呼ばれる特
殊な文字列で最初と最後を囲みます。

HTMLの記述方法

<開始タグ>ここに内容が入ります。</終了タグ>

開始タグと終了タグで囲むことで、文章やリンク、画像をアプリ画面に
表示させることができます。
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<h1>ここに見出しが入ります。</h1>

HTMLの記述例

見出しを書きたい場合

段落を書きたい場合

<p>ここに段落が入ります。</p>

画像を挿入したい場合

<img src=“画像の参照先” alt=“画像が表示されなかった場合の文字列”>

※imgタグには終了タグは不要です。
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さっそく、h1タグとpタグで文字を表示させてみましょう。
赤枠同様に入力し保存すると、プレビュー画面と同じ表示になります。

<h1>アプリ開発(初級編)</h1>
<p>いろいろなアプリをつくってみよう！！</p>

こちら↓をコピー＆ペーストしてください。
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次にアプリ画面に画像を表示させてみましょう。
「www」フォルダの直下に「img」フォルダを作成します。
左上の赤枠ボタンをクリックしてください。
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フォルダの作成先が「/www」になっていることを確認し、
フォルダ名を「img」として、OKボタンをクリックします。
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「img」フォルダが作成されまし
た。次に「img」フォルダに画像
を保存するために、「img」フォ
ルダを選択した状態で、赤枠ボタ
ンをクリックしてください。
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保存したい画像をドラッグ＆ドロップします。
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「img」フォルダに画像が保存されました。赤枠の▶ボタ
ンをクリックすると、フォルダが展開され、画像が保存さ
れていることが確認できます。
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ファイル名は英語にしましょう。



それではindex.htmlのファイルに、画像挿入用のimgタグ
を入力してみましょう。下記赤枠と同じように入力し、保
存してください。

<img src=“img/画像ファイル名” alt=“アプリの画像”>

こちら↓をコピー＆ペーストしてください。
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プレビュー画面に画像が表示されていることを確認します。Monaca
デバッガーでも同じ表示になっていることを確認してください。
※画像のファイル容量が大きすぎると表示されないときがあります。
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CSS入門
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次にCSSをつかって、タイトルに色をつけたり、文字を中央揃えにし
たり、画像サイズを変えたりしてみましょう。

変更前 変更後
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CSSはCascading Style Sheetsの略で、HTML文書を装飾するための言語です。背景や
文字に色をつけたり、文字や画像のサイズ、表示位置を変更したりすることができます。
CSSの記述には「どの要素」に「どのようなスタイル」を与えるのかを記述する必要が
あります。「どの要素」に相当するのが「セレクタ」、「どのようなスタイル」に相当
するのが「プロパティ」と「値」です。

CSSの記述方法

セレクタ {

プロパティ:値;
プロパティ:値;

}
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h1{

}

CSSの記述例

見出しの文字色、文字サイズ、表示位置、背景色を変えたい場合

color : blue;
font-size : 24px;
text-align : center;
background:#eee;

文字を青色にする

文字サイズを24pxにする

文字の位置を中央にする

背景色を#eeeにする
色は１６進数でも表現できます。
詳しくはこちらをご覧ください。

セレクタ

プロパティ 値
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では、早速CSSファイルをつくり記述していきましょう。
Monacaではデフォルトで「style.css」というCSSファイル
が作成されていますので、CSSファイルを作る必要はありま
せん。「style.css」ファイルを開いて、記述していきま
しょう。
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cssフォルダの▶ボタンをク
リックするとcssフォルダが展
開し、style.cssファイルを確認
できます。ダブルクリックして
開いてください。
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style.cssファイルが開きますので、h1見出しの文字色、文字サ
イズ、表示位置、背景色を変えてみましょう。赤枠と同じよう
に入力して保存すると、プレビュー画面のように見出しが装飾
されます。

こちら↓をコピー＆
ペーストしてください。

h1{
color:blue;
font-size:24px;
text-align:center;
background:#eee;
}
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pタグの文字もcssをつかって、中央揃えにしましょう。正しく
入力して保存すると、pタグの文字が中央揃えになります。

こちら↓をコピー＆
ペーストしてください。

p{
text-align: center;
}
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次は画像のサイズをcssで変えてみましょう。ここでは、タグに「属性」と
呼ばれるものを与えて、cssを記述することにします。「属性」とはすべて
のタグに付与できる名前・情報のようなものです。下のようにclass属性、
id属性を与えることで、指定したタグのみcssで装飾することができます。

<h1 class=“midashi”>ここに見出しが入ります。</h1>

<p class=“danraku”>ここに文章の段落が入ります。</p>

<img id=“gazou” src=“ファイル参照先” alt=“画像が表示され
ない場合の文字列”>
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class属性、id属性を用いたCSSの記述例

.クラス名{ color : red; }

指定したclass属性の色を変えたい場合

指定したid属性の画像サイズを変えたい場合

#id名{ width : 200px; }

例）.midashi{ color : red; }

例）#app-image{ width : 200px; }
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index.htmlファイルを開いて、imgタグにid属性をつけてみま
しょう。

こちら↓をコピー＆ペーストしてください。下ではid属性の名前を
「app-img」としています。

<img id="app-img" src="img/app.png" alt="アプリの画像">
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次にid属性を指定して、cssを記述してみましょう。cssフォルダの
「style.css」ファイルを開いてください。赤枠と同じように入力すると、
画像サイズが８０％になります。

こちら↓をコピー＆ペーストしてください。

#app-img{
display:block;
width:80%;
margin:0 auto;
}
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JavaScript入門
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変更前

次にJavaScriptをつかって、ボタン機能をつけてみましょう。

変更後
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JavaScriptはHTML/CSSでつくったアプリに動きをつけたり、
ボタン機能をつけたり、いろいろな機能を付与するために使います。

アプリ開発（初級編）では以下の機能をアプリに追加します。

◆ボタンをクリックするとダイアログボックスが表示される機能

JavaScriptを使うといろいろな機能をアプリに実装できますので、
興味がある方は市販の参考書などで調べてみてください。
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はじめに、JavaScript用のjsフォルダを
つくり、フォルダの中にJavaScript(js)
ファイルをつくります。赤枠のボタンを
クリックしてください。
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フォルダの作成先が「/www」になっ
ていることを確認し、フォルダ名を
「js」として、OKボタンをクリックし
ます。
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jsフォルダが作成されました。jsフォル
ダを選択した状態で、左上のファイル
作成ボタンをクリックします。
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フォルダの作成先が「/www/js」に
なっていることを確認し、ファイル名
を「main.js」として、OKボタンをク
リックします。
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jsフォルダの中に、main.jsファイルが
作成されました。次に、作成した
main.jsファイルをindex.htmlが読み込
めるようにしましょう。
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index.htmlファイルを開いて、body終了タグの前に、赤枠と同
じように入力しましょう。これで作成したjsファイルを
index.htmlファイルが読み込むことができます。

65



index.htmlを開いて、buttonタグでボタンをつく
りましょう。id属性の値は「btn」としておきます。

こちら↓をコピー＆ペーストしてください。

<button id="btn">クリック</button>
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次に、jsファイルを編集します。作成した
main.jsファイルをダブルクリックし、ファイル
を開いてください。
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赤枠と同じように入力してください。正しく入力すると、プレビュー画面で「クリッ
ク」ボタンを押すと、「副業まとめサイト：ひぐち家」のダイアログボックスが表示さ
れるようになります。

こちら↓をコピー＆ペーストしてください。

'use strict'
document.querySelector('button').addEventListener('click', ()=>{
alert("副業まとめサイト：ひぐち家");
});
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「クリック」ボタンを押すと、「副業まとめサイト：ひぐち
家」のダイアログボックスが表示されます。
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ここまでで、HTML / CSS / JavaScriptをつかって、左
のような簡単なアプリをつくることができました。次は
もう少し本格的なアプリをつくってみましょう。
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BMI計算アプリをつくってみよう
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アプリ開発は以下の流れでおこないます。

①アプリの仕様を決める

②デザイン・レイアウトを決める

③コーディング
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①アプリの仕様

身長と体重を入力後、計算ボタンを押すと、
BMI計算結果が出力される。

②デザイン・レイアウトを決める

右記のとおり

③コーディング

それでは次のページから、
コーディングに移っていきましょう！

BMI計算アプリ

身長（cm）

体重（kg）

計算

計算結果出力

・BMI計算結果
・コメント
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はじめに、新規プロジェクトを作成します。テンプ
レートの種類は、「最小限のテンプレート」を選択し
てください。
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プロジェクト名を入力し、「作成」ボタンをクリック
します。
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<body>

<h1>BMI計算アプリ</h1>

<p>身長 (cm)</p>
<input id="height" type="text" value="">

<p>体重 (kg)</p>
<input id="weight" type="text" value="">

<br><hr>

<button>計算</button>

<p id="bmi"></p>
<p id="comment"></p>

<script src="js/main.js"></script>

</body>

見出し(BMI計算アプリ)

身長・体重の入力

計算ボタン

計算結果出力

jsファイルの読み込み

index.htmlのbodyタグの中に、下と同じように入力しましょう。

正しくコーディングすると、同じ画面
になります。次は、デザイン・レイア
ウトを変えていきましょう。
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cssフォルダの中にあるstyle.cssファイルを開きます。
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body{
background:#FFFFEE;
}

h1{
text-align:center;
}

p{
text-align:center;
font-size:24px;
}

input{
display:block;
width:150px;
font-size:24px;
margin:0 auto;
}

button{
display:block;
width:110px;
margin:30px auto;
font-size:22px;
color:green;
font-weight:bold;
background:#eee;
border-radius:7px;
box-shadow:2px 2px 4px green;
}

style.cssファイルの中に、下と同じように入力しましょう。

正しくコーディングすると、同じ画面になります。次はjsファイル
を作成しましょう。jsファイルでは、ボタンを押すと、入力した身
長・体重からBMIを計算するプログラムをつくります。
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次に、jsフォルダをつくり、フォルダ
の中にJavaScript(js)ファイルをつく
りましょう。赤枠のボタンをクリック
してください。
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フォルダの作成先が「/www」になっ
ていることを確認し、フォルダ名を
「js」として、OKボタンをクリックし
ます。
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jsフォルダが作成されました。jsフォル
ダを選択した状態で、左上のファイル
作成ボタンをクリックします。
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フォルダの作成先が「/www/js」に
なっていることを確認し、ファイル名
を「main.js」として、OKボタンをク
リックします。
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jsフォルダの中に、main.jsファイルが
作成されました。次に、作成した
main.jsファイルをindex.htmlが読み込
めるようにしましょう。
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index.htmlファイルを開いて、body終了タグの前に、赤枠と同
じように入力しましょう。これで作成したjsファイルを
index.htmlファイルが読み込むことができます。
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'use strict’;

document.querySelector('button').addEventListener('click',()=>{

let height = document.getElementById("height").value;
height = height/100;
let weight = document.getElementById("weight").value;
let bmi = Math.round(weight/(height*height));

document.getElementById('bmi').textContent = `あなたのBMIは${bmi}です。`

let comment;

if(bmi<18.5){
comment = "あなたはやせ型です。";

} else if(18.5<=bmi && bmi <25){
comment = "あなたは普通体重です。";

} else if(25<=bmi){
comment = "あなたは肥満です。";

}
document.getElementById('comment').textContent = comment;

});

main.jsファイルの中身は、下と同じように入力しましょう。
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「計算」ボタンを押すと、BMIが正し
く計算されます。
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BMI計算アプリ「bmikeisan.zip」を下記リンクに掲載しており
ます。下記リンクからzipファイルをダウンロードし、Monaca
にインポートすると、同じプロジェクトを作成できます。イン
ポート手順は次のページをご確認ください。
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Zipファイルのインポート手順

①ダッシュボード画面の「インポート」
をクリックします。

②「ZIPファイル」をクリックします。

③「Choose a file」をクリックして、イン
ポートしたいzipファイルを選択します。

④プロジェクト名を入力して、「プロジェ
クトのインポート」をクリックします。
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カメラアプリをつくってみよう



カメラアプリ

写真を撮る

①アプリの仕様
「写真を撮る」ボタンを押すと、カメラアプ
リが起動し写真撮影できる。「写真を見る」
ボタンを押すと、ライブラリから写真を読み
込み、下の枠に表示する。

②デザイン・レイアウトを決める

右記のとおり

③コーディング

それでは次のページから、
コーディングに移っていきましょう！

写真を見る

写真
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はじめに、新規プロジェクトを作成します。テンプ
レートの種類は、「最小限のテンプレート」を選択し
てください。
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プロジェクト名を入力し、「作成」ボタンをクリック
します。
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「クラウドIDEで開く」をクリックする。
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iPhoneに搭載されたカメラアプリを起動するためには、Cordovaプラ
グインを使う必要があります。Cordovaプラグインとは、iPhone端末
に搭載されたネイティブアプリ（カメラ、加速度センサー、データス
トレージ、動画・音楽再生など）にJavaScript経由でアクセスできる
APIを提供しているライブラリです。詳しくは理解しなくて大丈夫です。
iPhoneのカメラアプリを使う場合、Cordovaプラグインが必要、とだ
け覚えておいてください。

Cordovaプラグインのおかげで、JavaScriptをつかってiPhoneのカメ
ラアプリにアクセスすることができます。

Cordva プラグイン
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設定 ＞ Cordovaプラグインの管理
をクリックしてください。
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赤枠の検索欄に「camera」と入力する
と利用可能なプラグインに「Camera」
プラグインがヒットする。
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Cameraプラグインにカーソルを合わせ、「有効」ボタンを
クリックして、Cameraプラグインを有効にしてください。

無効状態 有効状態
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<body>

<h1>カメラアプリ</h1>

<div id="buttons">

<button onclick="takePicture()">写真を撮る</button>
<br>

<button onclick="loadPicture()">写真を見る</button>
<br>

<img id="photo" src="" style="display:block; width:80%; margin:0 auto;">

</div>

</body>

index.htmlファイルのbodyタグの中に以下ソースコード
を入力します。
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body{
background:#FFFFDD;

}

h1{
text-align:center;
margin-bottom:40px;

}

button{
display:block;
width:150px;
height:60px;
margin:10px auto;
font-size:20px;
border-radius:7px;
box-shadow:3px 3px 3px #eee;

}

cssフォルダの「style.css」ファイルの中に左のソース
コードを入力します。
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jsフォルダをつくり、フォルダの中に
JavaScript(js)ファイルをつくります。
赤枠のボタンをクリックしてください。
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フォルダの作成先が「/www」になっ
ていることを確認し、フォルダ名を
「js」として、OKボタンをクリックし
ます。
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jsフォルダが作成されました。jsフォル
ダを選択した状態で、左上のファイル
作成ボタンをクリックします。
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フォルダの作成先が「/www/js」に
なっていることを確認し、ファイル名
を「main.js」として、OKボタンをク
リックします。
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‘use strict’;
function takePicture(){

let options={
sourceType:Camera.PictureSourceType.CAMERA,
destinationType:Camera.DestinationType.DATA_URL,
saveToPhotoAlbum:true

};

navigator.camera.getPicture(onSuccess, onError, options);

function onSuccess(imageURI){
alert("画像が保存されました。");
document.getElementById('photo').src="data:image/jpeg;base64," + imageURI;

}

function onError(message){
alert("エラー：" + message);

}

}

jsファイルの中に以下ソースコードを入力します。

次ページに続きがあります。

写真撮影に成功したとき

写真撮影に失敗したとき
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function loadPicture(){

let options={
sourceType:Camera.PictureSourceType.SAVEDPHOTOALBUM,
destinationType:Camera.DestinationType.DATA_URL

};

navigator.camera.getPicture(onSuccess, onError, options);

function onSuccess(imageURI){
document.getElementById('photo').src="data:image/jpeg;base64," + imageURI;

}

function onError(message){
alert("エラー："+message);

}

}

写真読込に成功したとき

写真読込に失敗したとき

最後までソースコードを入力したらjsファイルを保存する
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作成したjsファイルをindex.htmlファイルが読み込むために、
body終了タグの前に、赤枠と同じように入力して保存してく
ださい。
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Monacaデバッカーで動作確認してみましょう。「写
真を撮る」ボタンを押すと、カメラが起動します。
撮影した後に、「写真を使用」ボタンを押すと、撮
影した写真が下に表示されます。「写真を見る」ボ
タンを押すと、iPhone端末に保存されている写真ラ
イブラリが起動します。その中から写真を選択する
と、選択した写真が下に表示されます。
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カメラアプリ「camera.zip」 を下記リンクに掲載しております。
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サンプルアプリをつかってみよう

－ ブロック崩しゲーム －
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Monacaにはたくさんのサンプルアプリが存在します。
サンプルアプリとして、ブロック崩しゲームをインポートしてみましょう。
下記URLにアクセスすると、ページ下部にブロック崩しゲームがあります。

https://docs.monaca.io/ja/sampleapp/samples/
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「Direct Import」ボタンをクリックしてください。
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「インポート」ボタンをクリックしてください。
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ブロック崩しゲーム「Break The Bricks」がインポート
されたのが確認できます。
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Monacaデバッガーで動作確認しながら、
遊んでみましょう！
このゲーム、結構難しいです・・・
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サンプルアプリをつかってみよう

－ メモ帳アプリ －
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次はメモ帳アプリをインポートしてみましょう。
下記URLにアクセスすると、ページ下部にメモ帳アプリがあります。

https://docs.monaca.io/ja/sampleapp/samples/
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「Direct Import」ボタンをクリックしてください。
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「インポート」ボタンをクリックしてください。
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メモ帳アプリ「Memo App」がインポートされたのが確
認できます。
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Monacaデバッガーで動作確認しましょう。
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右上のAddボタンを押すと、新規メモを登録できます。
Memo欄にメモの内容を記入し、Saveボタンをクリックします。
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保存したメモが表示されていることが確認できます。また、右の
「×」ボタンをクリックし、OKボタンを押すと、登録したメモを削
除することができます。その他いろいろカスタマイズしたい方はソー
スコードを編集してみてください。自分専用のメモ帳アプリをつくる
ことができます。
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アプリ開発（初級編）はこれで終了です。
おつかれさまでした！

最後にアプリ開発（中級編）の予告をご覧ください。
アプリ開発（中級編）は有料コンテンツになっておりますが、
満足のいく充実したコンテンツであることをお約束します。

ご興味がある方はぜひご購入ください。
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アプリ開発（中級編）の予告



アプリ開発（中級編）のねらい

実践的なアプリ開発をおこない、アプリ開発
スキルを身につける

学習前・・・実際どんなアプリがつくれるの？

学習後・・・こんなアプリ、企業で売れないかな？

試しにApp Storeに公開してみよう！！
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アプリ開発（中級編）コンテンツ

サーバー連携した

実践的なアプリ開発

マネタイズの方法

App Storeへの

公開方法
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アプリ開発（中級編）は有料コンテンツのため、

金額24,800円(税込)発生します。

ご希望の方はDr.Businessのショップにてご購入ください。

https://drbusiness2021.com/shopping/shop/
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