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おすすめ

返信

投稿者 :

メッセージ 1 / 26

SourceCodeOf_HumanGenome (元のメッセージ)

投稿日時 : 2005/05/11 13:58

「掲示板」内に「新しい話題」を創設したい場合には、
ここで、管理者SourceCodeOf_HumanGenomeに相談してください。

国際文法裁判所
標準の掲示板
物理論理学
宇田雄一語録
パンダ的電脳言語考
Web リンク集

最初の返信
返信

投稿者 :

前へ 12-26 通を表示 : 総返信数 26 通 次へ

最新の返信

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 12 / 26

投稿日時 : 2006/05/26 15:21

＞「パンダ的電脳プログラミング言語考」 なかなかいいと思います！
＞これでどうでしょう！？

[ツール]

ありがとうございます。
これで行きましょう。
もう作って良いですか？
＞論理プログラミング（PROLOG)に限らず、あれこれできそうです。
はい。
板のタイトルではなく、板内の話題名として
「論理プログラミング（PROLOG)」
などを、採用する事が出来ると思います。
そちらについては、ダイエットパンダさんに全てお任せします。
質問コーナーみたいなのも作って下さると幸いです。

返信

おすすめ

メッセージ 13 / 26

投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/28 6:56

連絡が遅れ申し訳ありませんm(_ _;)m
＞「パンダ的電脳プログラミング言語考」 なかなかいいと思います！
＞もう作って良いですか？
よろしくお願いいたします、作ってくださいませm(_ _;)m
質問のコーナーも、恐れ多い（恐れおののいてますが）ですが、
自分でわからなくても、調べたサイトなどを紹介するくらいはできるかもしれませ
ん、がんばってみます！
m(_ _;)m
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おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 14 / 26

投稿日時 : 2006/05/28 14:13

＞連絡が遅れ申し訳ありませんm(_ _;)m
いえいえ、お互い様です。
返信の遅れは、僕の方がひどいですから。
＜「パンダ的電脳プログラミング言語考」 なかなかいいと思います！
＜もう作って良いですか？
＞よろしくお願いいたします、作ってくださいませm(_ _;)m
カハハ、作っちゃいました。
あとは、この板内の話題の作成とかは、全て、
ダイエットパンダさんの自由にしてください。
作ってみて、タイトルが 2 行に渡ることに気付きました。
タイトルは後からでも変更可能なはずだった、と思いますので、
良いのを思いついたら、気兼ね無く、おっしゃってください。
＞質問のコーナーも、恐れ多い（恐れおののいてますが）ですが、
＞自分でわからなくても、
＞調べたサイトなどを紹介するくらいはできるかもしれません、
＞がんばってみます！m(_ _;)m
有難うございます。
非常に助かります。
ダイエットパンダさんのお力で、
このサイトを訪れる人の数が増えるかも、
なんて、僕は勝手に期待しています。
また、僕を、意思疎通が不可能、と思ってる人が世間には居るので、
ダイエットパンダさんとの良好な対話、
その結果新しい板の作成について合意できた事、
これらが意思疎通不能との濡れ衣を晴らしてくれる、
という意味においても、
非常に助かりました。

返信

おすすめ

メッセージ 15 / 26

投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/28 22:41

>SourceCodeOf HumanGenome様
とりあえずはじめてみました！なにぶん不慣れなもんで、
相談にのってくださいね！m(_ _;)m
集客力のほうは、あまり期待できないとおもいますが・・・
(^ ^;)
返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 16 / 26

投稿日時 : 2006/05/29 15:57

>SourceCodeOf HumanGenome様
>とりあえずはじめてみました！なにぶん不慣れなもんで、
>相談にのってくださいね！m(_ _;)m
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さっそく拝見させていただきました。
期待通りの良いものでした。
もちろん、

具体的な内容を僕が予想できるはずありませんが、

良さを予想して、良さが予想通りでした。
僕で相談相手になれることなら、
何なりとお申し付けください。
>集客力のほうは、
>あまり期待できないとおもいますが・・・(^ ^;)
内容が難しすぎると、そうなるかもしれませんが、
それに臆することなく、行きませう。
僕もそうします。
ところで、今、僕は、
板のタイトルを、何とか 1 行に収める事が出来ないか、
模索中です。
そのため、
ときどき、新しい掲示板が出没するかもしれませんが、
お許しください。
これでどうだろう、というものが分かり次第、お知らせします。

返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 17 / 26

投稿日時 : 2006/05/30 12:58

<ところで、今、僕は、
<板のタイトルを、何とか 1 行に収める事が出来ないか、
<模索中です。
話題の作成や内容には関係しませんから、
話題の作成や内容の投稿は、
ダイエットパンダさんの都合で構わず進めちゃって下さい。
色々考えたんですが、
たとえば、
「パンダ流電脳プログラム道」とか、
「パンダ的電脳言語考」とか、
1 行に収めるのをやめて、そのかわり、 2 行メイッパイにするために、
「パンダ的電脳プログラミング言語考(カロリーオフ)」だとか。
「・・・流」というのは巷にあふれかえってるので、
僕はあまりお勧めしません。
また、「プログラム」や「プログラミング」という語は入ってた方が良い、
と感じます。
もし、「プログラミング」よりも「プログラム」の方が良い、
とお感じになったら、その旨を教えて下さい。
2 行メイッパイは、掲示板のタイトルの文字数制限のため不可能、
という事も分かりました。
いくらなんでも「(カロリーオフ)」はないだろう、
と、お叱りを受けるかもしれませんし。
また、現行のタイトル「パンダ的電脳プログラミング言語考」も、
目が慣れて来て、2 行でも悪くない、という感じ方、
をするように僕は成って来ました。
いくつか質問したいことも出て来ましたので、
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質問コーナー設置もお願いします。
僕が勝手に設置しても構わない、ということであれば、
僕に設置させてください。

返信

おすすめ

メッセージ 18 / 26

投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/30 19:11

ども、パンダです、質問のコーナーの作成、お願いできますか!
私もいろいろ考えたけれど、HumanGeonmeさんのようなネーミングセンスが
なくて、困ってました。
質問コーナーの作成、よろしくお願いいたしますm(_ _;)m
Prologの方は思ったよりはかどってて、目標(ゴール)その1はもう結論にさ
しかかっています。きょうは早く帰れそうなので、せこせこカキコしよう
と思ってます。m(_ _;)Y
「パンダ的電脳プログラミング言語考」は私的にはとても気に入ってます
が、4文字減らすと1行に納まりそうな気もします。ちょっと考えてみたい
と思います。
返信

0 ポイントのおすすめ

メッセージ 19 / 26

投稿日時 : 2006/06/02 21:53
このメッセージは投稿者によって削除されました。

返信

おすすめ

メッセージ 20 / 26

投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/06/02 21:56

質問疑問のコーナー開設ありがとうございましたm(_ _;)m
あまりにもしゃれたタイトルで面はゆいですが・・・(^ ^;)

1行に収めるには・・・
「パンダ的電脳算法言語考」
なんてやると、１行に収まるかも。
でも、いまどき「算法」（プログラムの日本語訳。昔の先生方がよく使
っていた由緒ある言葉※）なんてことば、使わないし・・・
※「算法表現論」という名著を今でも手元に持っています。
単なるプログラミングの本ではなくて、形式的意味論とか証明論とか、
非決定性とか、結構手ごたえのある本です(^ ^)

返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 21 / 26

投稿日時 : 2006/06/02 22:09

＞1行に収めるには・・・
＞「パンダ的電脳算法言語考」
＞なんてやると、１行に収まるかも。
＞でも、いまどき「算法」（プログラムの日本語訳。
＞昔の先生方がよく使っていた由緒ある言葉※）
＞なんてことば、使わないし・・・
＞※「算法表現論」という名著を今でも手元に持っています。
＞単なるプログラミングの本ではなくて、
＞形式的意味論とか証＞明論とか、非決定性とか、
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＞結構手ごたえのある本です(^ ^)
ダイエットパンダさんが良いとお感じなら、
僕は「パンダ的電脳算法言語考」に賛成します。
「算法」という語が、
僕やダイエットパンダさんの造語
ではない、
という点が、良いと思います。
「算法」のかわりに「PRG」とか「PRGM」を入れると、
見る人に分かり見くいですか？

返信

おすすめ

メッセージ 22 / 26

投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/06/03 23:02

こんばんは、パンダです、
いつもお世話になってますm(_ _;)m
＞「算法」のかわりに「PRG」とか「PRGM」を入れると、
＞見る人に分かり見くいですか？
世間では、ＰＧで通じると思います。
Ａ：「パンダ的電脳ＰＧ言語考」
で、結構おさまりがいいかも！
ＰＲＧもいいけれど、「ＲＰＧ言語」というのがあって
読み違え易いので、まだＰＲＧＭがいいかも！
文字数が収まれば
Ｂ：「パンダ的電脳ＰＲＧＭ言語考」
でも、なかなかいいと思います。
ＡかＢあたりで、もしよろしければ、お願いいたします。
m(_ _;)m

返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 23 / 26

投稿日時 : 2006/06/04 23:38

>ＰＲＧもいいけれど、「ＲＰＧ言語」というのがあって読み違え易い
ほほう、そんな所に落とし穴があったとは、知りませんでした。
>Ａ：「パンダ的電脳ＰＧ言語考」
>Ｂ：「パンダ的電脳ＰＲＧＭ言語考」
>ＡかＢあたりで、もしよろしければ、お願いいたします。m(_ _;)m
A案を一応やっておきました。
「PG」を半角で入れたのに1行に収まりませんでした。
だから「算法」でも2行になるはずです。
どうせ2行なら
「パンダ的電脳プログラム言語考」あたりに戻しましょうか？
「プログラム」で良いのか、「プログラミング」の方が良いのか、
教えてくださると幸いです。

返信

おすすめ

メッセージ 24 / 26

投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/06/05 0:54

こんばんは、毎度お世話になっております、パンダですm(_ _;)m
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なんだか、ＰＧはいれなくても、世間の人は何なのか「読み」が
きくと思います。
「パンダ的電脳言語考」あたりで、なかなか収まりがいいと思いますが
いかがでしょうか(^ ^)
おすすめ

返信

投稿者 :

メッセージ 25 / 26

SourceCodeOf_HumanGenome

投稿日時 : 2006/06/05 14:17

>「パンダ的電脳言語考」あたりで、
>なかなか収まりがいいと思いますがいかがでしょうか(^ ^)
本当ですね。上手く行きました。
もっと早く気付くべきでした。
僕が、「論理プログラミング言語」という語を知らずに、
これを、「論理」「プログラミング」「言語」という風に分けてしまったことに、
そもそもの困窮の原因があったようです。

返信

おすすめ

メッセージ 26 / 26

投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/06/06 1:05

ありがとうございます。m(_ _;)m
「ＰＧ」をぬいた分、扱える枠が広がったように思います。
実例はのちほど・・・(^ ^)
最初の返信

前へ 12-26 通を表示 : 総返信数 26 通 次へ

標準の掲示板 に戻る

前の話題 次の話題

最新の返信

返信を受信トレイに送信
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