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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: rebol

It is an unofficial and free rebol ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official rebol.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: rebolをいめる
このセクションでは、rebolのと、なぜがそれをいたいのかをします。

また、リボルバーのきなテーマについてもし、するトピックにリンクするがあります。 rebolのド
キュメンテーションはしいので、これらのトピックのバージョンをするがあります。

Examples

インストールまたはセットアップ

rebolのセットアップまたはインストールのな。

Rebolのもしたしたバージョンは、のプラットフォームのダウンロードページからなのRebol2で
す。 2つのがあります

Rebol / View GUIバージョン、0.6 MB1. 

Rebol / Core サーバー、GUI0.3 MB2. 

GuiRebol / ViewのバージョンはRebol / Coreのスーパーセットでもあるため、におすすめです

ダウンロードページにされているように、Rebolはインストールです。ダウンロードしたバイナ
リをするだけです。

オンラインでrebolをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/rebol/topic/9163/rebolをいめる
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2: シリーズ

き

シリーズはRebolのみのであり、シリーズをするのはをするでなものです。ブロックとストリン
グの2つのシリーズサブタイプがあります。どちらのシリーズも、どのようにされるかにをえるな
いがありますが、とも、トラバース、、にしてののをしています。

Examples

ブロックののをにする

この1つのライナーは、なののをしています。

するに、するブロックをします。

stuff: [chair lamp table book carpet]

たちのワンライナー

head insert stuff take back tail stuff

このでは5つのがあり、それぞれにRebolがなをすことをすることがです。これにより、をなステ
ートメントにチェーンすることができます。

このは、からにします。

テールスタッフ
Rebolブロックシリーズはののとていますが、 xのをつコレクションです。ただし、ののとののの
のさまざまなですることもできます。

ネイティブtailはブロックをそのにします。

るテール・スタッフ
に、 backはブロックをののにします。この、にあるので、 backはから2のにブロックをします。

テイクろのテールのもの

https://riptutorial.com/ja/home 3



takeは2つのtakeします。のののをし、ブロックからにりします。

をするろのテールをりす
insertはののブロックにをき、されたのにブロックをします。それにしてくださいstuff 、それは
、ブロックでノーポイントのにだすることは、ののをとるがであるりてされます。

ヘッド...

にheadはブロックのheadします。ここのinsertはブロックのでされていましたが、をしたのにブロ
ック1のをします。

オンラインでシリーズをむ https://riptutorial.com/ja/rebol/topic/9176/シリーズ
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クレジット

S. 
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Contributors

1 rebolをいめる Community, Geeky I, Kev

2 シリーズ rgchris
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