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本日の結論



本日話す内容の結論

○ jQuery含めライブラリやフレームワークは 
　適材適所で活用 
○ 実装内容・規模・学習コストを考えて選択 
    小規模のWebサイトであれば jQuery で問題なし 
○ 使いたくなければ使う必要はない



○ 特定のフレームワークを 
   ディスる内容ではありません

本日話す内容の注意





http://blog.jquery.com/2016/06/09/jquery-3-0-final-released/

http://blog.jquery.com/2016/06/09/jquery-3-0-final-released/


jQuery 3 系

" "
通常版 Slim build



<button class="js-show">SHOW</button> 
<button class="js-hide">HIDE</button> 
<img src="img.png" class="js-toggle-body"> 

<script src="jquery.js"></script><!—- jQueryの読み込み —-> 
<script> 
  $('.js-show').on('click', function() { 
    $('.js-toggle-body').show(); 
  }); 
  $('.js-hide').on('click', function() { 
    $('.js-toggle-body').hide(); 
  }); 
</script>

jQuery



少ないコードで、より多くのことを実行
write less, do more.

jQuery とは？



var elements = document.querySelectorAll("p");
for(var i = 0; i < elements.length; i++) {
elements[ i ].classlist.add("className");

}

$("p").addClass("className");



var elements = document.querySelectorAll("p");
for(var i = 0; i < elements.length; i++) {
elements[ i ].classlist.add("className");

}

$("p").addClass("className");

少しのコードで動作



# CSSを扱うのに近いセレクター 
# デザイナーにとって導入しやすい 
# プラグインが豊富

jQuery



http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/

http://lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/


<link rel="stylesheet" href="path/to/lightbox.css"> 
<script src="jquery.js"></script> 
<script src="lightbox.js"></script> 

—- 

<a data-lightbox="groupname"> 
  <img src="img.png"> 
</a>

jQuery プラグインの利用





なんて簡単なんだ！



最初はそう思っていた・・・



しかし・・・



jQuery で頑張るのつらい

$ 密結合すぎ 
$ DOM操作ゴリゴリつらい 
$ どこでイベントつけているの？



$('#main .tab span a').on('click', function() { 
  $(this).parent().parent().addClass('active') 
    .siblings().removeClass('active'); 
  $('.tabpanel').hide(); 
  $($(this).attr('href')).show(); 
});

自分もよくやっていた Selector



$('#main .tab span a').on('click', function() { 
  $(this).parent().parent().addClass('active') 
    .siblings().removeClass('active'); 
  $('.tabpanel').hide(); 
  $($(this).attr('href')).show(); 
});

$('#main .tab span a')

自分でもよくやっていた Selector



$('#main .tab span a').on('click', function() { 
  $(this).parent().parent().addClass('active') 
    .siblings().removeClass('active'); 
  $('.tabpanel').hide(); 
  $($(this).attr('href')).show(); 
});

  $(this).parent().parent()

自分もよくやっていた Selector



密結合すぎ

<main class="main"> 
 <ul class="tablist"> 
  <li class="tab"><span><a href="#panel1">~</a></span></li> 
  <li class="tab"><span><a href="#panel2">~</a></span></li> 
  <li class="tab"><span><a href="#panel3">~</a></span></li> 
 </ul> 
 <div class="tabpanel__wrap"> 
   <div id="panel1" class="tabpanel"> ~ </div> 
   <div id="panel2" class="tabpanel"> ~ </div> 
   <div id="panel3" class="tabpanel"> ~ </div> 
 </div> 
</main>



photo by daniilr https://www.flickr.com/photos/daniilr/7453968930

https://www.flickr.com/photos/daniilr/
https://www.flickr.com/photos/daniilr/7453968930


DOM？

$('.sample-selector').on('click.name1', function() { 
  $.ajax('xxx.json') 
   .done(function(data) { 
     $('#list').append('<li>'  
       + '<a href="'+ data.link + '">' 
       + data.title 
       + '</a>' 
       + ‘</li>'); 
    }); 
});



$('.sample-selector').on('click.name1', function() { 
  ~ 
}); 
$('.sample-selector').on('click.name2', function() { 
  ~ 
}); 
$('.sample-selector').on('click.name3', function() { 
  ~ 
}); 
$('.sample-selector').on('click.name4', function() { 
  ~ 
});

イベントはどこでついている？



photo by Captain Pancakes https://www.flickr.com/photos/70006548@N04/

https://www.flickr.com/photos/daniilr/
https://www.flickr.com/photos/70006548@N04/


プログラマー向けな話

%% jQueryだけで頑張るのはつらい



JavaScript ライブラリ・フレームワーク



photo by kenji ケンジ  https://www.flickr.com/photos/2043kj/4290830594http://backbonejs.org/

https://www.flickr.com/photos/2043kj/
https://www.flickr.com/photos/2043kj/4290830594
http://backbonejs.org/


https://angularjs.org/

https://angularjs.org/


https://facebook.github.io/react/

https://facebook.github.io/react/


https://vuejs.org/

https://vuejs.org/


http://riotjs.com/

http://riotjs.com/


さすがフレームワーク戦国時代

& 他にもいろいろな 
　 ライブラリ・フレームワークがある



フレームワークを使うメリット

' 疎結合によるメンテナンス性向上 
' HTMLとJavaScriptとの差の吸収 
' データバインディング 
' コンポーネント化しやすさ



プログラマーは

' 何かしらフレームワークを使えるように 
    なる方がよさそう



( しかし、いずれも学習コストが高め



? どれを選べば？

photo by ぱくたそ https://www.pakutaso.com/20160352083post-7321.html

https://www.pakutaso.com/
https://www.pakutaso.com/20160352083post-7321.html


私的見解

○ どれでもいい 
○ トレンドが最適解とは言えない 
○ いずれはトレンドも変わる 
○ スキルと学習コストを考慮して



デザイナーも使うべきか？



すぐに必須ではないが

○ デザイナーはまだ必須ではないが 
   メリットなどの知識は必要 
○ シンプルなのは使えるほうがよい 
○ テンプレート的な利用の場合は積極的に利用を



ただしHTMLとCSSは

○ HTML・CSSのコンポーネント化は 
   すでに最低限必要な話



jQueryに話を戻して



jQueryまだまだ活用できるが

○ プラグインでできるなら活用を 
    ただし、使うときのチェックは導入前に 
○ 頼りすぎも要注意



jQueryまだまだ活用できるが

○ スタイル変更はCSSをあらかじめ用意して



<button class="js-show">SHOW</button> 
<button class="js-hide">HIDE</button> 
<img src="img.png" class="js-toggle-body"> 

<script> 
  $('.js-show').on('click', function() { 
    $('.js-toggle-body').addClass('is-show'); 
  }); 
  $('.js-hide').on('click', function() { 
    $('.js-toggle-body').removeClass('is-show'); 
  }); 
</script>

jQuery



jQueryまだまだ活用できるが

○ DOMの追加はテンプレートの利用を



サンプルデータ

var items = [ 
    { title: 'list title01', link: 'entry01.html' }, 
    { title: 'list title02', link: 'entry02.html' }, 
    { title: 'list title03', link: 'entry03.html' }, 
    { title: 'list title04', link: 'entry04.html' } 
  ];

http://codepen.io/h2ham/pen/WGpwwJ

http://codepen.io/h2ham/pen/WGpwwJ


JavaScriptテンプレート未使用

<button class="sample-selector">リスト表示</button>  
<ul id="list"></ul> 

<script> 
$('.sample-selector').on('click.sample', function() { 
  $('#list').empty(); 
  $.each(items, function() { 
    $('#list').append('<li>' 
      + '<a href="'+ this.link + '">' 
      + this.title 
      + '</a>' 
      + '</li>'); 
  }); 
}); 
</script>

http://codepen.io/h2ham/pen/WGpwwJ

http://codepen.io/h2ham/pen/WGpwwJ


JavaScriptテンプレートを使うなら

○ handlebars.js など



http://handlebarsjs.com/

http://handlebarsjs.com/


handlebars.js 利用

<button class="sample-selector">リスト表示</button>  
<ul id=“list"></ul> 
<script id="linklist" type="text/x-handlebars-template"> 
  {{#each this}} 
  <li><a href="{{ link }}">{{ title }}</a></li> 
  {{/each}} 
</script> 

<script> 
$('.sample-selector').on('click.sample', function() { 
  var source = $("#linklist").html(); 
  var template = Handlebars.compile(source); 
  var html = template(items); 
  $("#list").html(html); 
}); 
</script>

http://codepen.io/h2ham/pen/yarORd

http://codepen.io/h2ham/pen/yarORd


JavaScriptテンプレートを使うのであれば 
簡易なフレームワークを利用してみよう



○ 簡易的に使う場合の個人的なオススメ

簡易なフレームワークを使う場合



○ データバインディング便利！ 
○ 本日紹介するサンプルは 
   コンパイルなしでも簡易導入可能

簡易なフレームワークを使う場合



https://vuejs.org/



Vue.js 簡易利用例

<div id="button"> 
  <button v-on:click="listshow">リスト表示</button> 
  <ul v-if="itemlist"> 
    <template v-for="item in items"> 
      <li><a href="{{ item.link }}">{{ item.title }}</a></li> 
    </template> 
  </ul> 
</div> 

var linklist = new Vue({ 
  el: '#linklist', 
  data: { itemlist: '' }, //クリックするまでデータを空に 
  methods: { 
    listshow: function() { 
      this.itemlist = items; //データをいれるだけで表示も変わる 
    } 
  } 
});

http://codepen.io/h2ham/pen/QKpEpL



http://riotjs.com/



<linklist></linklist> 

<script type="riot/tag"> 
  <linklist> 
    <button onclick={listshow}>リスト表示</button> 
    <ul> 
      <li each={ this.items }><a href="{ link }">{ title }</a></li> 
    </ul> 
    listshow() { 
      this.items = items  //データを入れるだけで表示も変わる 
    } 
  </linklist> 
</script> 
<script src="riot%2Bcompiler.min.js"></script> 
<script>riot.mount('linklist')</script>

Riot.js 簡易利用例

http://codepen.io/h2ham/pen/jrBAKb



まとめ



まとめ

○ jQuery便利！ 
   小規模サイトはまだまだ利用問題なし 
○ jQueryプラグイン利用はエコ* 
○ コンポーネント化は最低限必須 
○ JavaScriptテンプレートを使う場合 
   データバインディングを使えるように



いろいろな話題を出しましたが、それでもまだまだ…



漢は黙って

参照： http://www.slideshare.net/TakumaHanatani/jquery-56093566



ご清聴ありがとうございました


