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 Java とはどんなプログラミング言語かを一言で言えば，an object-oriented 
programming language(オブジェクト指向プログラミング言語)です。英語では

OO(オゥオゥ)と短縮して表現されるこの object-oriented という意味ですが，文

字どおりオブジェクトがキーとなってプログラミングを構成していくアプロー

チということです。 
 オブジェクト指向プログラミングについては次章で詳しく解説するとして，本

章では，まず Java プログラミングで「オブジェクト」とは何であって，どのよ

うな要素で構成されるのか，といった基礎的な側面を英語表現とともに見ていき

ます。 
 

1.1 Declaring a Class － クラスの宣言 

 
 Java によるプログラミングとはどのようなものかを一言で説明すると，次の

ように言えます。 
 
 Java programming is a series of describing classes and objects. 
 「Java でのプログラミングとは class と object を作る一連の作業である」 
 
 ソフトウェアデザインに沿って，大量のクラスを作り続け，最終的にソフト

ウェアを完成させるというのがオブジェクト指向プログラミングの基本的な流

れです。ソフトウェア開発アプローチについては第 2 章で取り上げますが，ここ

では具体例として音楽 CD を取り扱う CD というクラスを考えてみます。 
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 教えて Java 様！： Class とは？ 

 この class という言葉ですが，英語そのものは，飛行機の first class，中流階級

という意味の the middle class など「階級，階層」といった訳になりますが，そ

の根幹には「同じ性質のものが集まったものの総称」という意味があります。学

校の class も「同じ科目を取る学生が集まった単位がクラス」という捉え方をす

ると，そのような意味で理解できます。 

 
 通常，ソフトウェアを作り始める場合，まずはプログラムの動作や機能を考え

ます。「絵を簡単に描くプログラムが作りたい」「毎日の出費を入力して家計簿

分析したい」「持っている本のデータを整理して，簡単に検索できるようにした

い」など。そして具体的にプログラミングに入ると，「絵を描くにはどんなコー

ディングをするのか」「経費を入力するプログラムとはどんなものか」などと，

how(どのようにして)に視点が集中します。ところが，Java でプログラムを組み

立てる際には，how ではなく，what，つまりプログラムが「何を扱うのか」「何

でできているか」という視点が重要なのです。 
 例えば「音楽 CD 管理ソフト」を作るとします。自分が持っている音楽 CD を

管理するソフトウェアで，CD に関する情報を詳しく入力して，いろいろな観点

から検索する機能を持ったものです。このアプリケーションが「何をするか」は

要件に応じていろいろとあるはずです。「アーティスト名を入力すると全曲名を

リストアップしてくれる」「レコード会社名をもとに所属するアーティストを調

べたい」「お気に入りの順番で特選 CD を作りたい」など。ところが先も述べた

ように，こうした“機能”を考えることは Java プログラミング作業の第一歩で

はありません(もちろん，要件定義といった開発作業全体の流れからみれば話は別

です)。その前に，まずはこのアプリケーションにどのような“役者”がいるかを

考えます。そこで「CD クラス」が登場するわけです。 
 
class CD { 
 //Clas  definition goes in here. s
} 
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1.2 Compiling Code － プログラムのコンパイル 

 コードの先頭には class とありますが，これがクラスの definition(定義)，ある

いは declaration(宣言)にあたる部分です。Class definition goes in here(クラス

の定義がここに入る)とあるイタリック体の部分は 2 つの slash(スラッシュ)で指

定されたコメント行ですが，まさに実際のコードがここに入ります。そして，ク

ラスそのものは波括弧(curly bracket あるいは curly brace)で始まり，波括弧で

閉じます。このような単純なコードでももちろん立派なクラスです。エラーなし

にコンパイルでき，CD.java というソースコードから CD.class というバイトコー

ドが生成されます。 

 
1 

 

1.2 Compiling Code － プログラムのコンパイル 

 
 とりあえず CD クラスを作ったところで，一度プログラムをコンパイルしてみ

ます。プログラムコードは人間がわかりやすいようにテキストファイル上に書か

れたコーディングデータですが，コンピュータがこれをそのまま理解して何かし

てくれるわけではありません。Java(正確には Java Virtual Machine＝Java 仮想

マシン)が理解できるバイトコードという形式に変換(translate)してやらないと

いけないのです。この変換作業を compile(コンパイル)と言います。 
 

 教えて Java 様！：「レポートをまとめる」も compile 

 Compile は，いろいろな情報やデータを 1 つにまとめるという意味があり，「リ

ストにまとめる」は compile a list，「本を編纂する」は compile a book。「レポー

トをまとめる」の「まとめる」が表現できない人が多いですが，この compile が

ぴったりです。 

 I have to compile a report about bug fixes by next week. 

 「来週までバグ修正のレポートをまとめないといけないんだ。」 

 
 まず DOS 画面を開き，ソースコードがある場所に移動します。そこでソース

ファイルをコンパイルする javac というコマンドを利用します (use the 
command)。 
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 javac [ソースファイル名] 
 
 ですから，CD.java をコンパイルする場合は， 
 
 javac CD.java 
 
と入力して Enter キーを押します。 
 

C:¥JavaSamaSample>javac CD.java 
C:¥JavaSamaSample> 

 

英語によるコマンドライン操作解説 

Open the command prompt window. In the command prompt window, go to 
the folder that contains your Java source files. In the sample, you type "cd 
C:¥JavaSamaSample" because you have CD.java in the directory. The "cd" 
command means "change directory." After you press the Enter key, you will 
notice the command line shows your current directory as 
"C:¥JavaSamaSample>". Then type "javac CD.java" in the command prompt 
window to compile the program. 
 
【用語と表現】 

• the command prompt window：いわゆる DOS 画面のことです。 
• contain：含む 
• change directory：ディレクトリを変更する 
• press：押す。hit the key とも言います。 
• notice：気づく 
• the command line：コマンド行のことです。 
• current directory：現在いるディレクトリ 
• compile：コンパイルする 
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 このように，コマンドラインがそのまま返ってくれば問題なくコンパイルした

(successfully compiled)証拠です。コード内にもし問題があれば，次のようにエ

ラーが表示されます。これをコンパイルエラー(compile-time errors)と言います。

JDK(Java Development Kit)が国際版であれば日本語できちんとエラー内容が

説明されていますので，それを読めば何が問題なのか，だいたいの見当はつきま

す。 

 
1 

 

C:¥JavaSamaSample>javac CD.java 
CD.java:5: ';' がありません。 
  private String[] songs 
                      ^ 
エラー 1 個 
 
C:¥JavaSamaSample> 

 
 エラーが出た場合は，間違いの箇所を訂正して再度コンパイルします。この作

業を debug(デバッグ)といいます。 
 

 教えて Java 様！： バグがいっぱいあるコードは buggy 

 コーディングのミスを bug と呼ぶことはすでにご存じでしょう。bug は虫のこ

とで，かつて大型コンピュータに蛾のような虫が入り込んで本当にトラブルに

なったことからこの言葉が使われるようになったとのこと。この bug に，「反対

のことをする」という意味の“de”という接頭語を入れると，「bug を取り除く」

という単語になります。霜のことを frost といいますが，defrost というと「霜を

取り除く」「解凍する」。odor は「臭い」で，deodorize は「臭いを取り除く，

除臭」。 

 さて，バグがいっぱいあるプログラムのことを指してbuggy(バギー)と呼びます。 

 

 The new system is still a buggy alpha version. 

 「新しいシステムはまだバグだらけのアルファ版だ」 
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 無事コンパイルができると，ソースコードと同じフォルダ内に，同名で拡張子

が .class となっているファイルが出来上っています。 
 
 CD.class 
 
 このファイルがバイトコードでできており，プログラムを実行する場合はこの

class ファイルを利用します。 
 

 教えて Java 様！： 英語教育に対する Java の貢献？ 

 Java 用語の中には，ネイティブスピーカーでも戸惑う言葉がいくつかありま

す。その代表が javac コンパイラで使用する option の 1 つ，deprecate(非難する，

異を唱える)でしょう。クラスの中であるメンバやメソッドを新しいものに作り直

す場合，勝手に内容を変えるのではなく，古いものを deprecated として指定し

ます。コンパイルの際に -deprecation というオプションを指定すると，古いメン

バやメソッドの詳細な情報が表示されます。Java をやるまでこんな単語など知ら

なかったという人が多いようです。 

 コンパイラのオプションでは，他に verboseというのが見慣れない用語ですね。

Verbose は「冗長」とか「くどい」という意味で，コンピュータの世界では「情

報を詳細に記録する」ということになります。コンパイル時にこの -verbose を

入れると，ロードされたクラスがすべて一覧表示されます。 
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1.3 Declaring Members － メンバの宣言 
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1.3 Declaring Members － メンバの宣言 

 
 さて，CD クラスですが，「CD とは何か」を裏付けるデータが必要です。こ

こでは，CD クラスは「CD タイトル」「アーティスト名」「曲目」という 3 つ

の情報を持ち合わせることとし，それをクラスの中でメンバ(member)として宣

言します。もちろん他にも「CD のタイプ」「発売時期」「ジャンル」などいろ

いろ考えられますが，それはすべてクラスのデザイン次第です。ここでは，話を

単純化させるために 3 つの情報に絞って考えます。 
 
public class CD { 
  String title; 
  String artist; 
  String[] songs; 
} 

 
 メンバ名は基本的に名詞ですが，単・複数の区別がある英語を使うと，単一の

データなのか，あるいは配列(Array)やコレクション(Collection)などの複数の

データか，名前だけで見分けることができます。上記の例では songsと複数になっ

ているため，これは配列やコレクションであることがすぐにわかります。例えば，

次のコードを見てください。 
 
read (files); 

 
 これは read というメソッドで，パラメータとして files が指定されている状態

です。これだけでもファイルの読み込みは複数可能で，files というオブジェクト

は配列やコレクションなどの複数インスタンスのものであることが一目瞭然で

す。 
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 教えて Java 様！： Array とはもともと軍隊の「配備」 

 Array は「整然と並べる」という意味で，例えば The troops were arrayed for the 

battle (部隊は戦闘に向けてすでに配備されていた)などと使われます。一般表現と

しては an array of ～で「ずらりと並んだ～」という意味で使われます。 

 

 President Bush stood in front of an array of microphones and TV cameras. 

 「ブッシュ大統領はマイクとテレビカメラの前に立った」 

 
 一方，名詞形のメンバ名と多少異なるのが boolean 型のメンバです。 
 
boolean isReadable; 

 
 boolean は true(真)か false(偽)を示すデータタイプですが，これを使う場合，

通常はある状態の真偽を示します。上記の例では Readable(読み込み可能)という

状態が真であるか偽であるかを示しています。こうしたときには Be 動詞を利用

し，isAlive(存続しているかどうか)，isEmpty(データが空であるかどうか)といっ

たメンバ名を付けます。 
 

 教えて Java 様！： Class と member の密接な関係・・・ 

 Member は日本語でも「彼はチーム A のメンバーだ」などといいますが，class

の構成要素を member というのは Java だけの話ではありません。 

 

 Snakes are members of the class Reptilia. 

 「ヘビは
はちゅうるい

爬虫類の仲間だ」 

 

 爬虫類を the class Reptilia，その一員を member というのは，まさに CD とい

う class の一要素が title という data member であるのと同じです。class と

member というのはコンビとして使われるのです。 
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1.4 Creating Methods － メソッドを作成する 

 
 CD クラスの中にメンバが 3 つ入っていました。そこで，タイトルを入れたり，

曲名を取り出したりと，メンバに対してデータを出し入れする「動作」が必要と

なります。そこで accessor method(アクセッサメソッド)が登場します。  
 
public class CD { 
  private String title; 
  private String artistname; 
  private String[] songs; 
  // -- Constructors 
  public CD (String artistname, String title, String[] songs) {   ——① 
    this.artistname = artistname; 
    this.title = title; 
    this.songs = songs; 
  } 
  // -- Getter methods 
  public String getTitle() { 
    return title; 
  } 
  public String getArtistname() { 
    return artistname; 
  } 
  public String[] getSongs() { 
    return songs; 
  } 
} 

 
 まず Constructor と書いてある部分ですが，このコンストラクタはクラスに

とっても OO プログラミングにとっても非常に重要な箇所です。CD というクラ

スはある意味では CD 情報のひな形にすぎません。コンストラクタの役割は，ちょ

うどひな形を決めた後に Excel シートに CD のデータを入れていくようなプロセ

スのことです(図 1.1)。 
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CDクラス

String title;
String artistname;
String[] songs;

CDオブジェクト

XII
LINDBERG
[花，君は知らない…]

CDクラス

String title;
String artistname;
String[] songs;

CDオブジェクト

XII
LINDBERG
[花，君は知らない…]

 

CDオブジェクト

Extra Flight
LINDBERG
[デスティネーション…]

CDオブジェクト

平沢進
BLUE LIMBO
[祖父なる風 … ]

CDオブジェクト

Extra Flight
LINDBERG
[デスティネーション…]

CDオブジェクト

平沢進
BLUE LIMBO
[祖父なる風 … ]

図 1.1 CD クラスのコンストラクタによって CD オブジェクトが作られる 

 
 このコンストラクタによって作られるのがオブジェクトです。コンストラクタ

の最初の行(①)をご覧ください。クラス名の後の括弧に artistname, title, songs
と 3 つの要素があります。これらは parameter(パラメータ )あるいは

argument(引数)といいます。パラメータがあるときにはそれらのデータを指定し

てやらなければいけません。つまり，ここでは CD クラスから実際の CD オブジェ

クトを作る場合，必ずタイトル，アーティスト名，曲名を指定してあげるという

ことになります。このように，クラスが持つコンストラクタによって実際のオブ

ジェクトを作っていくのはオブジェクト指向プログラミングの基礎です。 
 

 教えて Java 様！： 英語の造語，奇語が多い Java 

 「創作する」を意味する create に“-or, -er”という接尾語を付けて creator に

すると「創作者」になります。Accessor も，「呼び出す，アクセスする」の access

から作られたものですが，正式な言葉ではありません(その証拠にスペルチェッ

カーで引っかかってしまいます)。Java ではこの接尾語を使った用語が多く，例

えばこの accessor method も，get，set を使うために，getter，setter と言います。

オブジェクトを作る基礎メソッドは constructor(コンストラクタ＝建設者)，オブ

ジェクトを破棄するメソッドを destructor(デストラクタ＝破棄炉)など，オブジェ
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1 

クトを人に見立てたかのような用語が非常に目立ちます。 

 
 さて，コンストラクタによって出来上がったオブジェクトは，アクセッサメ

ソッドを通してデータを取り出したり，保存したりします。例えば，CD のタイ

トルを知りたいときには，次のような Getter メソッドを使います。 
 
  // -- Getter methods 
  public String getTitle() { 
    return title; 
  } 

 
 getTitle というメソッド名からわかるように，「タイトルをゲットする」わけ

です。他のアーティスト名や曲名にも同じく Getter メソッドがありました。ク

ラスの中のメンバがオブジェクトの「中身」を指定していたのに対し，メソッド

は，そのオブジェクトがどのような「動作」を行うかというのを規定する部分で

す。ですから，メソッド名には当然のことながら動詞が使用されます。 
 

 教えて Java 様！： メソッド名は“小文字動詞”から 

 method は何かをしてもらう命令のようなものです。そこにはかならず「動詞」

がかかわってきます。メソッド名は基本的にどのようなものでも構いませんが，

「小文字で動詞を先に持ってくる」，「後に続く単語は頭を大文字にしてつなぐ」

という慣例のようなものがあります。例えば， 

 

  名前を取り出す ：getName() 

  主キ―で検索する ：searchByPrimaryKey() 

  ファイルを削除 ：deleteFile() 

  時間を取り出す ：getTime() 

  文字列かどうか ：isString() 

 

 中にはこんな長いものもあります。 
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 supportsDataDefinitionAndDataManipulationTransactions() 

 

 これは，あるデータベース関係のクラスで「トランザクションでデータ定義文

とデータ操作文の両方がサポートされるかどうかを判定する」というものです

が，うっかりミススペルしないように気を遣わないといけない長さですね。 

 
 ここでも単数と複数の違いに注意する必要があります。例えば一般的なメソッ

ドでは，単数形 S が付かない動詞を使います。 
 
【戻り値のない void 系メソッド】 

  void listElements (Element を一覧表示する) 
  void deleteFile (ファイルを削除する) 
 
【戻り値のあるメソッド】 
  String getFileName (ファイル名を取得) 
  Key generateKey (Key オブジェクトを生成) 
 
 これに対し，S が付く場合は boolean 型が戻り値であるケースです。 
 
 boolean supportsBatchUpdate (バッチ更新をサポートするかどうか) 
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英語で語るクラスとオブジェクト 

 
 本章では基本的なクラス設計の話が中心だったため，コーディングそのものに

関する英語解説は省きました。次章以降は，ほとんどのサンプルコードに対して

英語解説を織り交ぜていきます。ここでは以下のようなクラスを見て，それぞれ

どのようなメンバがあり，各メソッドが何をするか，他人に英語で説明すること

を想定してください。サンプルを見る前に皆さんも頭の中でどんな説明が可能か，

ひとつチャレンジしてみてください。 
 
import java.io.*; 
import java.util.*; 
 
public class CD { 
  private String title; 
  private String artistname; 
  private HashMap songs; 
  private final String DIGITAL_PLAYER 
      = "C:¥¥Program Files¥¥Windows Media Player¥¥wmplayer.exe"; 
 
  public CD (String artistname, String title, HashMap songs) { 
    this.artistname = artistname; 
    this.title = title; 
    this.songs = songs; 
  } 
 
  public String getTitle() { 
    return title; 
  } 
  public String getArtistname() { 
    return artistname; 
  } 
  public HashMap getSongs() { 
    return songs; 
  } 
  public void playMusic (String songname) throws MusicCouldNotBePlayed{ 

 47



第 1 章 Java プログラミング 

    if (songs.containsKey(songname)) { 
      File songfile = (File)songs.get(songname); 
      String mediafile = songfile.getAbsolutePath(); 
      try { 
        Runtime.getRuntime().exec(digitalPlayer + " " + mediafile); 
      } catch (IOException e) { 
        throw new MusicCouldNotBePlayed("The file is unplayable"); 
      } 
    } else { 
      throw new MusicCouldNotBePlayed("The song does not exist."); 
    } 
  }  
} 

 

英語によるコード解説 

 The CD class has three key members which are "title", "artistname" and 
"songs." The title and artistname are just String data. The songs member is 
the HashMap object. The HashMap stores data as key-value pairs. In this 
case, keys are song names as String, and values are File objects of actual 
music files. There is one more member called "DIGITAL_PLAYER". This 
contains a path to an application to play a digital music file. In this class, it's 
Windows Media Player. By the way, the code places "private" access 
specifiers to encapsulate data in the class. 
 Now, the CD class' constructor accepts three arguments that correspond to 
three members. So, during the process of object creation, the three members 
are always initialized. Inside the constructor, the "this" keyword is used 
when an argument is assigned to a member because the argument name and 
the member name are the same. The class also has three getter methods. 
Each returns a data member as it is. 
 Another method is "playMusic", which plays a song. A song name of String 
gets passed to the method. Inside the method, it first checks if the song name 
passed exists in the HashMap. If not, then it throws the exception, 
MusicCouldNotBePlayed. Otherwise, it locates a song name in the HashMap 
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1 

by matching it with keys. This is done by the get method of the collection. 
Then it uses Runtime class to run a DOS command that executes a music file 
application. The exec method gets passed a path to the music player and a 
music file path. If IOException is thrown, it re-throws the 
MusicCouldNotBePlayed exception to indicate either the player or the file 
could not be found. 
 
【用語と表現】 
key-value pairs (キー・値のペアで) 
 HashMap は，キーと値の対で 1 つのエレメントを収めるコレクションです。

ここでは，[String songame, File songfile] のように曲名の文字列をキーに，そ

れぞれを音楽ファイルの File オブジェクトにマップしている形になっています。

この状態を a key-value pair と表現します。 
 
contain (含む) 
 変数にあるデータが入っているという場合，この contain を使います。「この

変数が 2 の場合はループを抜け出す」という場合，If this variable contains 2, 
then it exit out the loop. と表現できます。 
 
accepts arguments (引数を受け取る) 
 「メソッドに 3 つ引数がある」というように，The method has three 
arguments. と言えばよいのですが，あえて「引数を受ける」という場合は accept
が使えます。～ declares three arguments to the constructor のように「メソッ

ドの引数を宣言する」というような表現も可能です。 
 
initialize (初期化する) 
 コンストラクタでメンバにデータを渡す場合，それはデータメンバを初期化し

ていることになります。この動詞はお馴染みでしょう。 
 
assign (代入する) 
 変数に値を代入する場合に assign を使います。「与える」という意味の動詞

で，assignment というと「代入」のほかに「宿題・課題」も意味します。 
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gets passed (データが渡る) 
 「メソッドに値を渡す」という場合は，You pass a value to a method.，「メ

ソッドに値が渡される」という場合は，A value gets passed to a method. と表

現できます。 
 
throw (例外を投げる) 
 Exception(例外)は throw するものと Java では相場が決まっていて，キーワー

ドもそのまま throw です。ただ，例外処理の catch block で再度例外を throw す

るときは re-throw と言えばよいのです。 
 
locate (見つける) 
 Find(見つける)が一般的ですが，この locate もよく使われます。 
 
match ～ with ～ (照合する) 
 HashMap の get メソッドを使えば，key データをもとにすぐに要素を取得で

きます。内部的には，それぞれの key データと引数のマッチングが行われていま

す。 
 
run, execute (実行する) 
 コマンドやアプリケーションを「実行する」「走らせる」という場合に，この

動詞を使います。 
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Java 様と話す IT 英会話 
 
1  

Novice Why does Java run anywhere? 
Java 様 When you compile your Java program, you don't generate 

instructions for a certain specific platform, such as Windows and 
UNIX. Instead, you generate Java "bytecodes." They are 
instructions for the Java Virtual Machine, called "JVM". The 
bytecodes are in "class" files that you compile your source code to. 
The class files are always the same on any platform, Windows, 
UNIX, Linux, Macintosh, you name it! 

Novice I wonder why it's possible... 
Java 様 That's because of JVM as I said! It's not your operating system 

that understands the bytecodes, but it's your JVM. As long as you 
install the JVM on your machine, Java programs can run for sure. 
The JVM comes with JRE, which is "Java Runtime Environment" 
and also SDK, which is "Java Software Development Kit". 

Novice In the CD class we created, you put "private" at the declaration of 
data members. What does that mean? 

Java 様 That’s a good question! It is what we call an "access modifier". It's 
a Java keyword to keep any other class from making direct 
reference to the variable. Without the keyword, you could do 
something like "myCD.title" (pronounced "myCD-dot-title") and 
assign a new title String. One of the main principals of OO 
programming is to hide information. Instead of exposing Class 
variables to everyone, you provide getter and setter methods. Did 
you notice that the accessor methods in the CD class had "public" 
as an access modifier? Yes, those methods are open to the public. 
"Hide variables and expose methods." This is very important. 

Novice I've got it all! 
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初心者君 どうして Java ってどこでも走るんですか？ 
Java 様 Java のプログラムをコンパイルするときには，ある特定のプラット

フォーム(WindowsとかUNIXとか)用の命令を生成するわけではない

んだよ。その代わり，Java バイトコードなるものを生成し，これが

JVM と呼ばれる Java 仮想マシン用の命令となるんだ。バイトコード

はまさにソースコードをコンパイルして出来上がるクラスファイルの

中身。このクラスファイルというのは，Window や UNIX，Linux，
Mac と，何でもかんでもどのプラットフォームでも同じものなんだよ。 

初心者君 どうしてそんなことが可能なのかなぁ？ 
Java 様 それが JVM のおかげなんだよ。バイトコードを理解するのは OS では

なく，JVM。使っているマシンに JVM がインストールされていさえ

すれば，Java プログラムは確実に走るわけだ。JVM は JRE という

Java 実行環境のほか，SDK という Java ソフトウェア開発キットにも

付いてくる。 
Novice 今回作った CD クラスですが，“private”というのをデータメンバの

宣言のところで付けていましたよね。これってどんな意味なんですか。 
Java 様 いいところを突いたね。これが「アクセス指定子」って奴だ。Java の

キーワードだが，他のクラスが変数を直接参照するのを防ぐためにあ

るんだね。このキーワードを付けないと，myCD.title(マイ CD・ドット・

タイトル)とか書いて新しいタイトルの文字列を代入できてしまうか

らね。オブジェクト指向プログラミングの原則の 1 つとして情報を隠

すという点がある。クラス変数を他にさらけだしてしまう代わりに，

getter と setter メソッドを作ってやるわけだ。CD クラスのアクセッ

サメソッドには publicというアクセス指定子が付いていたのに気がつ

いたかい？ そうなんだよ，こうしたメソッドは外部に開かれている

わけ。「変数隠してメソッドを差し出す」。これが重要なんだよ。 
初心者君 なるほどよくわかりました。 
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