
jQuery Mobile - ドットインストール

基本

jQuery Mobileとは スマートフォン用のサイトを作る
時に便利なフレームワーク

開発環境 PC用Safariブラウザで開発

[開発環境] - [詳細] - [メニューバーに"開発メニュー"を表示]

[開発] - [ユーザーエージェント] - [iPhone]

ユーザーエージェントを使っていないときは不要

ページの構造

page

header

左右にボタンを配置する

<div data-role="header" data-position="fixed">

    <a href="#prev" data-icon="arrow-l">前</a>

    <h1>ホーム</h1>

    <a href="#next" data-icon="arrow-r">次</a>

</div>

右だけボタンを配置する <a href="#settings" data-icon="gear" 
class="ui-btn-right">設定</a>

data-position="fixed"を指定しておくとスクロ
ールしてもヘッダが常に表示され、ヘッダ上の
ボタンが押しやすい。

footerにも指定可能

content

footer

ボタンを配置する方法

<div data-role="footer" data-position="fixed" class="ui-bar">

    <div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">

        <a href="#add" data-icon="plus">追加</a>

        <a href="#delete" data-icon="delete">削除</a>

    </div>

</div>

ナビゲーションバーを配置する方法

<div data-role="navbar">

    <ul>

        <li><a href="#page1" data-icon="star">ページ1</a></li>

        <li><a href="#page2" class="ui-btn-active">ページ2</a></li>

        <li><a href="#page3">ページ3</a></li>

    </ul>

</div>

headerにも配置可能

5項目まで

例

<div data-role="page" id="home">

    <div data-role="header" data-position="fixed">

        <h1>ホーム</h1>

    </div>

    <div data-role="content">

        <p>ホームです。</p>

    </div>

    <div data-role="footer" data-position="fixed">

        <h4>Copyright *</h4>

    </div>

</div>

ページの左上に戻るボタンを配置する方法 <div data-role="page" id="page2" data-add-back-btn="true">

画面遷移

ページのIDを指定してaタグで飛ぶ <a href="#page2">ページ2へ遷移</a>

外部リンクの種類

外部サイト
遷移アニメ無し

<a href="http://google.com/" rel="external">Google</a>

ajax無し
遷移アニメ無し

<a href="foo.html" data-ajax="false">ajax無し遷移</a>

ajax有り

遷移アニメ有り

<a href="foo.html">ajax有り遷移</a>

リンク元ファイルとIDなどが被らないように注意すること

トランジション変更方法
<a href="#page2" data-transition="flip">ページ2</a>

slide, slideup, slidedown, pop, fade, flip

ボタン

アイコン付きでテキストの長さ
にフィットしたボタン

<a href="#page2" data-role="button" data-icon="arrow-r"data-inline="true">ページ2</a>

横並びにグループ化されたボタン

<div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">

    <a href="#page1" data-role="button" data-icon="arrow-r">ページ1</a>

    <a href="#page2" data-role="button" data-icon="arrow-r">ページ2</a>

    <a href="#page3" data-role="button" data-icon="arrow-r">ページ3</a>

</div>

色を変える
data-theme="b"

ボタン以外でも使える

フォーム

構造formタグ

fieldcontain

fieldcontain

必要に応じて更に内部で

<fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal">

でチェックボックス、ラジオボタン、ボタンなどをグループ
化する。

...

送信ボタン

基本

<form action="mail.php" method="post">

    <div data-role="fieldcontain">

        <label for="name">お名前</label>

        <input type="text" name="name" id="name" value="" placeholder="">

    </div>

    <input type="submit" value="送信">

</form>

検索フィールド

<div data-role="fieldcontain">

    <label for="keywords">検索</label>

    <input type="search" name="keywords" id="keywords" value="" placeholder="">

</div>

スライダー

<div data-role="fieldcontain">

    <label for="amount">数量</a>

    <input type="range" name="amount" id="amount" min="0" max="100" value="50">

</div>

チェックボックス

<div data-role="fieldcontain">

    <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal">

        <legend>色</legend>

        <input type="checkbox" name="red" id="red">

        <label for="red">赤</red>

        <input type="checkbox" name="green" id="green" checked="checked">

        <label for="green">緑</label>

        <input type="checkbox" name="blue" id="blue">

        <label for="blue">青</label>

    </fieldset>

</div>

ラジオボタン

<div data-role="fieldcontain">

    <fieldset data-role="controlgroup" data-type="horizontal">

        <legend>色</legend>

        <input type="radio" name="rgb" id="red" value="1">

        <label for="red">赤</red>

        <input type="radio" name="rgb" id="green" value="2" checked="checked">

        <label for="green">緑</label>

        <input type="radio" name="rgb" id="blue" value="3">

        <label for="blue">青</label>

    </fieldset>

</div>

セレクトメニュー

<div data-role="fieldcontain">

    <label for="rgb">色</label>

    <select name="rgb" id="rgb" data-native-menu="false" multiple="multiple">

        <option value="1">赤</option>

        <option value="2" selected="selected">緑</option>

        <option value="3">青</option>

    </select>

</div>

multiple="multiple"を記述すると、チェックボ
ックスのように複数選択可能となります。

multiple="multiple"を記述しないときは、ラジオ
ボタンのように1つを選択する機能となります。

data-native-menu="false"を記述すると、見た
目が変わります。各項目を選択したときに項目
全体の色がボタンのように変わります。

リスト

<ul data-role="listview" data-filter="true">

    <li data-role="list-divider">ページ選択</li>

    <li><a href="#page1">ページ1<span class="ui-li-count">5</span></a></li>

    <li><a href="#page2">ページ2<span class="ui-li-count">8</span></a></li>

    <li><a href="#page3">ページ3<span class="ui-li-count">3</span></a></li>

</ul>

data-filter="true"を記述すると行を検索で絞り込め
る検索フィールドが追加されます。通常は無くて
いいでしょう。

サムネイル付きのリスト

<li>

    <a href="#page1">

        <img src="page1.jpg">

        <h3>ページ1</h3>

        <p>ページ1の説明</p>

    </a>

</li>


