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本日の教育は…
• バージョン管理システム「Git」について 

• 正直1日で全て理解するのは無理です^^; 

• 今日の目標は… 
✓ 「Git」を大まかに理解しよう！ 

✓ 「Git」用語を覚えよう！ 

✓ 「GitHub」用語も覚えよう！ 

✓ 「サルでもわかるGit入門」がとても分かりやすい 

✓ https://backlog.com/ja/git-tutorial/

https://backlog.com/ja/git-tutorial/


バージョン管理について



バージョン管理について
• バックアップを取ったことはありますか？ 

• 例：顧客データ(Excelファイル)

 20160110_顧客データ.xsl

 20160112_顧客データ.xsl

 20160121_顧客データ.xsl

 20160201_顧客データ.xsl

どのファイルに 
何を追加したのか 
わからない…



バージョン管理について
• 複数人で1つのモノを作る時
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バージョン管理について
• 複数人で1つのモノを作る時
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「CCC」を加えて 
更新



バージョン管理について
• 複数人で1つのモノを作る時
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「DDD」を加えて 
更新

「CCC」のデータが 
なくなってしまう！



そこでバージョン管理システムだ！



バージョン管理システムとは
• コンピュータ上で作成・編集されるファイル
の変更履歴を管理するためのシステム 
• 過去の状態や変更内容の確認 
• 変更前の状態に復元可能 

• 複数人でのファイル編集における問題点を解
決する仕組みを提供する 
• 集中型…Subversionなど (WIXはこっち) 

• 分散型…Gitなど ← 今日はコチラ



バージョン管理システムとは
• 過去の状態や変更内容の確認 

• 例：顧客データ(Excelファイル)

 20160110_顧客データ.xsl

 20160112_顧客データ.xsl

 20160121_顧客データ.xsl

 20160201_顧客データ.xsl

データの変更内容が 
すぐ確認できる！

「CCC」のデータを追加

「DDD」のデータを追加

「EEE」の追加、「CCC」の削除

「FFF」「GGG」の追加



バージョン管理について
• 自動更新の防止

AAA 
BBB 
CCC

AAA 
BBB 
DDD

「DDD」を加えて 
更新

自動的に更新されずに 
警告を出してくれる！
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Gitについて



Gitとは
• 分散型バージョン管理システム 
• Linuxの発明者によって開発された 

• IT企業ではほとんど使っている 
• Microsoft, Facebook, Twitter, Google…



集中型と分散型
• リポジトリを複数持つか持たないか 
• リポジトリ(貯蔵庫) 
➡ ファイルそのものや変更の履歴などを保存する場所

集中型 分散型



さっそくGitを使ってみよう！
• Homebrewのインストール 

• http://brew.sh/index_ja.html 

• ↑これをターミナルで叩けばOK 

• Gitのインストール 

• ↓これを叩いてバージョン情報出ればOK

$ ruby —e "$(curl —fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/
install/master/install)"

$ brew install git

$ git ——version

http://brew.sh/index_ja.html


初期設定
• 自分のGitの設定 

• 自分のアカウント(後で変える可能性あり) 

• 自分のメールアドレス 

• ターミナル上でカラー表示 

✤ 設定内容はホームディレクトリの.gitconfigで確認できる

$ git config ——global user.name “<アカウント名>”

$ git config ——global user.email “<メールアドレス>”

$ git config ——global color.ui auto



Gitの基本操作・コマンド 
(その1)



基本操作1

①(ローカル) 
リポジトリ作成 

(init)

②状態の確認(status)

リポジトリ インデックス ワークツリー

④リポジトリに記録 
(commit)

③インデックスに登録 
(add)

⑤履歴の確認 
(log)



①(ローカル)リポジトリ作成

• リポジトリにしたいディレクトリ内で↑のコ
マンドを叩くだけ 

• 例↓(ホームディレクトリから)

$ git init

$ cd Documents
$ mkdir git_educ
$ cd git_educ
$ mkdir git-doi /* 各自のaliasで！ これをリポジトリにする　*/
$ cd git-doi
$ git init
Initialized empty Git repository in
/Users/doi/Documents/git_educ/git-doi/.git/
/* こんな表記が出ればOK */



②状態の確認

• ワークツリー、インデックスの状態の確認 
• 見方についてはやりながら説明 
• とりあえず現時点で叩くと↓

$ git status

$ git status
On branch master /* 現在のブランチ(後述) */

No commits yet/Initial　commit /* 訳：まだコミットがないよ */

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
/* 訳：コミットするものないよ(ファイル作って”git add”使うといいよ) */



ファイルを作成しよう！
• .txtファイルをテキトーに作る 

• ここで状態を確認してみると…

$ echo “I’m doi.” > doi.txt

$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files: /* まだ追跡してないファイル */
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

doi.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" 
to track)
/* 訳：記録するインデックスが登録されてないけど追跡してないファイルがあるよ */



③インデックスの登録

• 記録するための前準備 
• まだリポジトリには記録していない

$ git add <file>  または git add .  (全ファイルを登録)

$ git add doi.txt
$ git status
On branch master

Initial commit /* 訳：この作業コピーをコミットすると最初のコミットになるよ */

Changes to be committed: /* 訳：記録される変更は以下の通り */
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

new file:   doi.txt



④リポジトリに記録(コミット)

• コメントには何が更新されたのか記述 

• 状態を確認

$ git commit -m <comment>

$ git commit -m “First commit.”
[master (root-commit) fe7c21c] First commit.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 doi.txt

$ git status
On branch master
nothing to commit, working directory clean
/* 訳：コミットするものないよ */



⑤履歴の確認

• 記録時間とかその辺の確認 

• これで一連の流れはOK！ 

• 今度は.txtファイルを編集・更新しよう！

$ git log

$ git log
commit 445d24ef321cd6925e988de12fa7b8cc7d5156e6 (HEAD -> master) /* コミットID */
Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp> /* 修正者情報 */
Date:   Fri Feb 22 12:46:32 2019 +0900 /* 記録日付 */

    First commit. /* コメント */



ファイルの編集
• さっきの.txtに行を追加しよう 
• 編集方法は何でもいいよ 
• ターミナル上で編集するならvim↓ 

• ここで状態を見てみると…

$ vim doi.txt

$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working 
directory)

modified:   doi.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")



基本操作1+α

①(ローカル) 
リポジトリ作成 

(init)

②状態の確認(status)

リポジトリ インデックス ワークツリー

④リポジトリに記録 
(commit)

③インデックスに登録 
(add)

⑤履歴の確認 
(log)

⑥差分の確認 
(diff)⑦最新 

コミット確認 
(show)



⑥差分の確認

• 何が変更されたのかがわかる 

• (正確にいうと”git diff”はワークツリーとインデックスの差分を示
していて、最新コミットとの差分を示しているわけではないので
注意)

$ git diff

$ git diff
diff --git a/doi.txt b/doi.txt
index 1eb128f..0194c64 100644
--- a/doi.txt
+++ b/doi.txt
@@ -1 +1,2 @@
 I'm doi.
+I love Toyama lab.



⑦最新コミット確認

• 最新コミットの履歴・変更箇所がわかる

$ git show

$ git show
commit 7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1 (HEAD -> master)
Author: doi1230 <doi@db.ics.keio.ac.jp>
Date:   Fri Feb 22 12:53:22 2019 +0900

    Second commit

diff --git a/doi.txt b/doi.txt
index 1eb128f..0194c64 100644
--- a/doi.txt
+++ b/doi.txt
@@ -1 +1,2 @@
 I'm doi.
+I love Toyama lab.



基本操作1(まとめ)

①(ローカル) 
リポジトリ作成 

(init)

②状態の確認(status)

リポジトリ インデックス ワークツリー

④リポジトリに記録 
(commit)

③インデックスに登録 
(add)

⑤履歴の確認 
(log)

⑥差分の確認 
(diff)⑦最新 

コミット確認 
(show)



Gitの基本操作・コマンド 
(その2)



開発を進める上で…
• 複数人で役割分担して開発する 
• 機能の追加、デバックetc… 
• いじって変なバグができたらどうする？ 
• そこでブランチを使う！！



ブランチとは?
• 別々の作業を並行して行うための機能 
• 履歴の流れを分岐して記録していく 
• 最終的に合体(マージ)してひとつのものを作る 

• Gitではまず最初にmasterブランチができる



ブランチの運用
• 統合ブランチ(master, release, …) 

• 完成版が常に置かれているブランチ 
• バグなどがあってはならない 

• トピックブランチ(issueA, fix_bug, …) 
• ある目的に特化するためのブランチ 
• バグ修正、機能追加etc…



基本操作2

master

issueA

①ブランチの一覧表示 
(branch)

②ブランチの作成 
(branch)

③ブランチの切り替え 
(checkout)

④ブランチの統合 
(merge)

⑤ブランチを視覚的に表示 
(--graph)



①ブランチの一覧表示

• ブランチの一覧・現在のブランチの確認

$ git branch

$ git branch
* master

master



②ブランチの作成

• ブランチの作成

$ git branch <branchname>

$ git branch issueA
$ git branch
  issueA
* master /* まだmasterのブランチにいる */

master

issueA



③ブランチの切り替え

• ブランチの切り替え

$ git checkout <branch>

$ git checkout issueA
Switched to branch 'issueA'
$ git branch
* issueA
  master

master

issueA



※ブランチの作成&切り替え
• I$ git chechkout -b <branch>

$ git checkout -b issueB
Switched to branch ‘issueB'
$ git branch
  issueA
* issueB
  master

master

issueA



ちょっといじってみよう
• issueAのブランチ状態で.txtに何か変更 

• addしてcommitする 

• ブランチをmasterに変更 

• masterにはある.txtは変わっていない(はず)

master

issueA



④ブランチの統合(マージ)

• ブランチをマージする

$ git merge ——no—ff <branch>

$ git merge ——no—ff issueA

/* マージコミットのメッセージを記録するエディタが開かれる */
/* 特に変更なければ変更なく終了(:q) */

Merge made by the 'recursive' strategy.
 doi.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

master

issueA



⑤ブランチを視覚的に表示

• ブランチの履歴を視覚的に表示

$ git log ——graph

$ git log ——graph
*   commit 1b5517f2322759f6ffbda58c93895c72c224dc8b
|\  Merge: 7b53a4d 7ae1f63
| | Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| | Date:   Sat Feb 23 02:28:53 2019 +0900
| |
| |     Merge branch 'issueA'
| |
| * commit 7ae1f63ac4cf5cab0c24a3bd7764985f08ca7145
|/  Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
|   Date:   Sat Feb 23 02:27:44 2019 +0900
|
|       Third commit
|
* commit 7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1
| Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>



こういう時Gitは便利！
• 過去の状態や変更内容の確認 

• 例：顧客データ(Excelファイル)

 20160110_顧客データ.xsl

 20160112_顧客データ.xsl

 20160121_顧客データ.xsl

 20160201_顧客データ.xsl

データの変更内容が 
すぐ確認できる！

「CCC」のデータを追加

「DDD」のデータを追加

「EEE」の追加、「CCC」の削除

「FFF」「GGG」の追加



• やっぱり間違ってコミットしちゃった！ 
• 前のコミット状態に戻したい… 

• resetコマンドで元に戻せる！

こういう時Gitは便利！

master

issueA



$ git log ——graph
*   commit 1b5517f2322759f6ffbda58c93895c72c224dc8b
|\  Merge: 7b53a4d 7ae1f63
| | Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| | Date:   Sat Feb 23 02:28:53 2019 +0900
| |
| |     Merge branch 'issueA'
| |
| * commit 7ae1f63ac4cf5cab0c24a3bd7764985f08ca7145
|/  Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
|   Date:   Sat Feb 23 02:27:44 2019 +0900
|
|       Third commit
|
* commit 7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1
| Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>

⑥ブランチを戻す

• logにあるハッシュを利用する

$ git reset ——hard <hash>

この時点の 
コミットに戻したい



• logにあるハッシュを利用する

⑥ブランチを戻す
$ git reset ——hard <hash>

$ git reset --hard 7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1
HEAD is now at 7b53a4d Second commit
$ git log —graph
* commit 7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1
| Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| Date:   Fri Feb 22 12:53:22 2019 +0900
|
|     Second commit
|
* commit 445d24ef321cd6925e988de12fa7b8cc7d5156e6
| Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| Date:   Fri Feb 22 12:46:32 2019 +0900



⑥ブランチを戻す

master

issueA

Before

master

issueA

After



さらにいじってみよう
• issueBのブランチを作成する 

• そこで.txtを編集しcomiitする 

• この時わざとissueAと別の内容にすること

master

issueA

issueB



こんな時どうしよう？

master

issueA

issueB
やっぱりこの時に 
戻したくなった

$ git log —graph
* commit 7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1
| Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| Date:   Fri Feb 22 12:53:22 2019 +0900
|
|     Second commit
|
* commit 445d24ef321cd6925e988de12fa7b8cc7d5156e6
| Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>

でもlogだと 
ここまでのしか見れない



• 作業ログの確認 
• ここにあるハッシュを利用する

⑦作業ログの確認
$ git reflog

$ git reflog
7b53a4d HEAD@{0}: checkout: moving from issueB to master
1f30156 HEAD@{1}: commit: issueB
7b53a4d HEAD@{2}: checkout: moving from master to issueB
7b53a4d HEAD@{3}: reset: moving to 
7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1
1b5517f HEAD@{4}: merge issueA: Merge made by the 'recursive' 
strategy.
7b53a4d HEAD@{5}: checkout: moving from issueA to master
7ae1f63 HEAD@{6}: commit: issueA
7b53a4d HEAD@{7}: checkout: moving from master to issueA



• この時必ずmasterブランチ上でやること
コミットを戻してみよう

$ git reset ——hard 1b5517f
HEAD is now at 1b5517f Merge branch 'issueA'
$ git log --graph
*   commit 1b5517f2322759f6ffbda58c93895c72c224dc8b
|\  Merge: 7b53a4d 7ae1f63
| | Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| | Date:   Sat Feb 23 02:28:53 2019 +0900
| |
| |     Merge branch 'issueA'
| |
| * commit 7ae1f63ac4cf5cab0c24a3bd7764985f08ca7145
|/  Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
|   Date:   Sat Feb 23 02:27:44 2019 +0900
|
|       Third commit
|
* commit 7b53a4d8a6cbb5e382971e3eb8d26d3120a01eb1
| Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>



さっそくマージすると…

master

issueA

issueB

✖

$ git merge ——no—ff issueB
Auto-merging doi.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in doi.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

マージできない！ 
(コンフリクト)



何故マージできないのか?
• 自動更新の防止

AAA 
BBB 
CCC

AAA 
BBB 
DDD

「DDD」を加えて 
更新

自動的に更新されずに 
警告を出してくれる！

AAA 
BBB 
CCC

AAA 
BBB 
DDD



• .txtの中身を見てみると… 

• <<<<HEADから====がmasterの部分 

• ====から<<<<issueBがissueBの部分 

• これらを比較して修正(正とするものを残す)

コンフリクトを解消しよう

I'm doi.
I love Toyama Lab!
<<<<<<< HEAD
branch issueA
=======
branch issueB
>>>>>>> issueB



• 後はaddしてcommitして終了
コンフリクトを解消しよう

$ git log --graph
*   commit 104219ec311b7e8f18b42ba290f8c4ce7ed5d7f9
|\  Merge: 1b5517f 1f30156
| | Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| | Date:   Sat Feb 23 16:54:01 2019 +0900
| |
| |     Final commit
| |
| * commit 1f30156f9867da39453ae40ed8be8955724d340b
| | Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
| | Date:   Sat Feb 23 16:37:03 2019 +0900
| |
| |     Forth commit
| |
* |   commit 1b5517f2322759f6ffbda58c93895c72c224dc8b
|\ \  Merge: 7b53a4d 7ae1f63
| |/  Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
|/|   Date:   Sat Feb 23 02:28:53 2019 +0900
| |
| |       Merge branch 'issueA'
| |
| * commit 7ae1f63ac4cf5cab0c24a3bd7764985f08ca7145
|/  Author: doi <doi@db.ics.keio.ac.jp>
|   Date:   Sat Feb 23 02:27:44 2019 +0900



マージ完了！後は…

master

issueA

issueB

• もうissueAとissueBのブランチはいらない 
• ブランチを削除する
$ git branch -d issueA
Deleted branch issueA (was 615d517).
$ git branch -d issueB
Deleted branch issueB (was c8618b4).



ローカルリポジトリの基本は以上！
• 他にも機能はたくさんあるが… 

• rebase、revert、stash、etc… 

• さっきまでの知識でとりあえずOK! 

• 詳しく知りたければ自分で調べよう!

でもまだローカルでしか 
やってない…

じゃあリモートリポジトリは 
何を使うの？



基本操作2(まとめ)

master

issueA

①ブランチの一覧表示 
(branch)

②ブランチの作成 
(branch)

③ブランチの切り替え 
(checkout)

④ブランチの統合 
(merge)

⑤ブランチを視覚的に表示 
(--graph)

⑥ブランチを戻す 
(reset)



GitHubについて



GitHubとは？
• Gitのリモートリポジトリをサービスとしてる 
• プロジェクト開発のための共有サービス 
• いろいろすごいけどあとでやりながら説明

マスコットキャラクター 
octocat



GitHubに登録しよう！
• https://github.com/ 
• 「Sign up」をクリック 
• 必要事項入力 

• Username 
• Email Address 
• Password 

• ボタン押して完了 
• 後にメール来ます

https://github.com/


SSH Keyを作成する
• GitHubはアクセス認証をSSHを利用した公開
鍵認証で行う 

• SSH Keyの作成 

• 打ったら何も打たず3回Enter
$ ssh-keygen -t rsa —C “doi@db.ics.keio.ac.jp”
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/Users/(username)/.ssh/id_rsa):
/* 何も打たず Enter */
Enter passphrase (empty for no passphrase): /* 何も打たず(ry */
Enter same passphrase again: /* 何も(ry */

$ ssh-keygen -t rsa —C “your_email@example.com”



SSH Keyを登録する
• SSH Keyの中身を確認する 

• 確認できたらGitHubの右上のアイコンから
Setting>SSH and GPG keysにいく 

• New SSH keyをクリックして入力 
• Title: なんでもいいよ 

• Key: id_rsa.pubをコピペ(↓のコマンドが便利)

$ cat ~/.ssh/id_rsa.pub
ssh-rsa <SSH Key> doi@db.ics.keio.ac.jp

$ pbcopy < ~/.ssh/id_rsa.pub



接続できるか確認する
• 以下のように表示されればOK 

• これで接続はできた！ 
• さっそくGitHubをリモートリポジトリとして
使ってみよう！

$ ssh —T git@github.com
The authenticity of host 'github.com (207.97.227.239)' can't be 
established.
RSA key fingerprint is フィンガープリント.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
/* ここでyesと入力 */
Hi username! You've successfully authenticated, but GitHub does not
provide shell access.



Gitの基本操作・コマンド 
(その3)



基本操作3

GitHub

リモート 
リポジトリ

PC

ローカル 
リポジトリ

①リモートリポジトリの登録 
(remote add)

②リモートリポジトリへ送信 
(push)

③リモートリポジトリの取得 
(clone)

④最新のリモートリポジトリの 
ブランチを取得 

(pull)



リモートリポジトリの新規作成
• 右上の＋マークから「New repository」

git-xxx(username)



①リモートリポジトリの登録
• ↓のSSHをクリックしそれをコピー 

• ローカルリポジトリのリモートリポジトリと
して登録 

• originの部分は識別子(originじゃなくてもOK)

$ git remote add origin git@github.com:~



②リモートリポジトリへ送信

• ローカルリポジトリの内容をリモートリポジ
トリに送信する

$ git push origin <branch>

$ git push origin master
Counting objects: 6, done.
Delta compression using up to 4 threads.
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 801 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 6 (delta 5), reused 0 (delta 0)
To https://shu@github.com/taji/git-shu.git
   49f559a..ef59e1a  master -> master



②リモートリポジトリへ送信
• GitHub側で見てみよう！

ファイルがあればOK!



②リモートリポジトリへ送信
• GitHub側で見てみよう！ 

• ファイルを開く→History



②リモートリポジトリへ送信
• GitHub側で見てみよう！



②リモートリポジトリへ送信
• master以外のブランチを送信してみよう 

• ローカルで“issueC”のブランチを作成 

• issueCでpush 

• GitHub上でなってるか確認

$ git checkout -b issueC
$ git push origin issueC
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To git@github.com:doi/git-doi.git
 * [new branch]      issueC -> issueC



 ③リモートリポジトリの取得

• リモートリポジトリを新しく取得する 
• この時自動的にリモートリポジトリを登録

$ git clone git@github.com:~

$ cd Documents (git_educを作った場所)
$ mkdir git_educ2
$ cd git_educ2
$ git clone git@github.com:doi/git-doi.git
Cloning into ‘git-doi’...
remote: Counting objects: 18, done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 18 (delta 5), reused 18 (delta 5), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (18/18), done.
Resolving deltas: 100% (5/5), done.
Checking connectivity... done.



ここで注意！
• ブランチを見てみると… 

• issueCブランチがない！何故？？ 

➡ cloneはmasterだけをブランチをとってくる 

➡ではissueCの更新内容はとってくれないの？

$ git branch
* master



他ブランチの反映
• -aオプションでリモートリポジトリに、何の
ブランチがあるか見ることができる 

• リモートのブランチをローカルに反映させる

$ git branch -a
* master
  remotes/origin/HEAD -> origin/master
  remotes/origin/issueC
  remotes/origin/master

$ git branch issueC origin/issueC
Branch issueC set up to track remote branch issueC from origin.



ではまた中身をいじってみよう
• 作業場所はgit_educ2 

• ブランチをissueCにチェックアウト 

• .txtファイルをいじってaddしてcommit 

• issueCブランチをpush 

• できたらGitHubで確認
何か出てるけど 
一旦保留



④最新のリモートリポジトリのブランチを取得

• 最新の状態にするためにリモートリポジトリ
の内容をローカルリポジトリに取得する

$ git pull origin <branch>

$ git pull origin issueC
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (3/3), done.
From github.com:doi/git-doi
 * branch            issueC     -> FETCH_HEAD
   f580b1a..1556c6a  issueC     -> origin/issueC
Updating f580b1a..1556c6a
Fast-forward
 doi.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

http://github.com


基本操作3(まとめ)

GitHub

リモート 
リポジトリ

PC

ローカル 
リポジトリ

①リモートリポジトリの登録 
(remote add)

②リモートリポジトリへ送信 
(push)

③リモートリポジトリの取得 
(clone)

④最新のリモートリポジトリの 
ブランチを取得 

(pull)



さいごに 
GitHubの基本知識



GitHubの特徴
• オープンソースとして制作物を公開できる

push バグを見つけた！ 
直しちゃおう！

制作者

開発者

clone clone

clone clone



GitHubの特徴
• いろんな人からフィードバックなどもらえる

開発者

制作者

push

pull request

こんなバグが 
あったのか！



GitHubでこれだけは覚えよう
• Fork 

➡ 他人のリモートリポジトリを自分のリモート
リポジトリとしてクローンすること 

• Pull Request 
➡ 内容の変更を制作者に通知すること

GitHub

制作者の 
リモートリポジトリ

開発者の 
リモートリポジトリ

Fork

Pull Request



やってみよう！と言いたいところだが…
• あまりにも時間がないのでやりません！ 
• 今後使う機会があると思うのでその時に！ 
• それくらい機能が充実しているのです！



今日のまとめ
• バージョン管理について 

• 集中型と分散型があるよ 

• Gitの基本操作・コマンド 

• init, status, add, commit, log, etc… 

• GitHubについて 

• ForkとPull Request 
•


