
第一回
C言語勉強会

～導入編～



はじめに

•ArkOakホームページより今回の勉強会の資料
をダウロードしてください。

http://arkoak.com/

メニューより“勉強会資料”をクリックし、

“2014年度 資料”の

“第一回C言語勉強会資料”をダウロード

http://arkoak.com/


•スムーズに進行するために早く来た方は以下の
URLより学習用C言語開発環境をダウンロード
してください

http://9cguide.appspot.com/p_9cide.html

http://9cguide.appspot.com/p_9cide.html




easyidec.exe をクリック



次へ(N)> ボタンを押す



インストール ボタンを押す



完了！



デスクトップ or スタートボ
タンに
このマークがでてきたら
インストール完了！



•zipファイルをダウンロードした方は、ファイル
を解凍して下さい。

•解凍すると“EasyIDEC”というフォルダが出
来ます。

•その中にある“EasyIDEC.exe”をクリックし
てください



講習会の目的

•C言語のプログラミングに必要な環境を整える。

•プログラミングに親しんでもらう

ＡｒｋＯａｋのマスコットキャラクター”アー君”だよ



プログラミングって何？

•プログラミング（英: programming）とは、
プログラムを作成することにより、人間の意図
した処理を行うようにコンピュータに指示を与
える行為である。(wiki)

•簡単に言えば……

•だけど……コンピュータには

人間の言葉はわからない

コンピュータとのおしゃべり

プログラミング言語の出番！



プログラミングに必要なもの

•コンピュータ

•オペレーティングシステム（ＯＳ）

•コンパイラ

……翻訳機みたいなもの

•エディタ

……メモ帳でもいい

めんどくさいことはいいからプログラミングさせろよ



•簡単にインストールでき、一切の設定なしに、
すぐにプログラミングが始められる、入門者に
とって最適とも言える統合開発環境です。

学習用C言語開発環境





プログラムが実行された！



プログラムを書いてみよう

•ファイル → 新規プロジェクト

プロジェクトを作る



プロジェクトの作成

•プロジェクトの名前を決めよう

日本語やスペース、全角文字は使わない

場合によってはエラーになってしまうよ



プロジェクトを開く



“Hello, world”と出力された！

プログラムを実行すると……



プログラムを見ていく



Hello World

•初めはわからないことだらけ

“おまじない”として覚えよう

#include <stdio.h>

int main(void)
{

printf("Hello,world¥n");
return 0;

}



main

•C言語はたくさんの関数を定義し、それを呼び
出して使っていく。

•main関数は、プログラムの中にたった1つだけ
存在し、そのプログラムを実行したときにこの
関数が1番最初に動き始める。

mainがないとプログラムが動かないってこと



printf

•文字列を出力する。

#include <stdio.h>

int main(void)
{

printf(“aAあ1¥n");
return 0;

}

行の最後に
は必ずセミコ
ロンを付ける

エンエヌと
読んで改行
をいみする



例題１

•自分の名前、所属、学年を書いてみよう。

#include <stdio.h>
int main(void)
{

printf("所属:バイオエンジニアリング課程¥n");
printf("学年:4年¥n");
printf("名前:佐藤 翼¥n");

return 0;
} ジェットストリームアタック



例題１

•自分の名前、所属、学年を書いてみよう。

#include <stdio.h>
int main(void)
{

printf("所属:バイオエンジニアリング課程¥n");
printf("学年:4年¥n");
printf("名前:佐藤 翼¥n");

return 0;
}

printfは一度だけでも書けるかな？



一行で書くと……

若干読みづらい(´；ω；`)

きれいなコードを心がけよう！

#include <stdio.h>
int main(void)
{

printf("所属:バイオエンジニアリング課程¥n学年:4年¥n
名前:佐藤 翼¥n");

return 0;
}



四則演算

四則演算の書き方

算数 → C言語

3 + 2  → 3 + 2

5 – 8  →  5 - 8

3 × 4  → 3 * 4

7 ÷ 3  →  7 / 3

余りは”%”を使うよ 例)9%4



変数

•変数はデータの入れ物である

[データ型][変数名] と書かれる

int a;
int b;

int a, b;

char c;

複数定義するときは , (カンマ)で区切ろう



データ型の紹介

int a;

訳) aは整数と定義する
double b;

訳) bは浮動小数点と定義する
char c;

訳) cは文字と定義する



データ型(例)
#include <stdio.h>
int main(void)
{

int a;
double b;
char c;
a = 3;
b = 3.141592;
c = 'p';
printf("int型:%d¥n", a);
printf("double型:%lf¥n", b);
printf("char型:%c¥n", c);
return 0;

}

データ型と書式はそれぞれに対応しているのか



データ型(例)



定数

•数値に名前を付けて定義する。

#define 文字 数値

と書いて定義する

#include <stdio.h>
#define PI 3
int main(void)
{

int r = 2;
printf("%d¥n", r*r*PI);
return 0;

}



定数

•数値に名前を付けて定義する。

#define 文字 数値

と書いて定義する



例題2
•半径3の球体の表面積を求めよう

•半径rの球の表面積は4𝜋𝑟2

•円周率は3でもよい

円周率を3.141592にして計算してみよう



例題2
•半径3の球体の表面積を求めよう

•半径rの球の表面積は4𝜋𝑟2

•円周率は3でもよい

円周率を3.141592にして計算してみよう

#include <stdio.h>
#define PI 3
int main(void)
{

int r = 3;
printf("%d¥n", 4*PI*r*r);
return 0;

}



PI=3.141592

#include <stdio.h>
#define PI 3.141592
int main(void)
{

int r = 3;
printf("%lf¥n", 4 * PI*r*r);
return 0;

}

データ型の書式を変えればいいんだね



scanf

•入力を受け取る関数

#include <stdio.h>
int main(void)
{

//文字を扱う場合
char s[256];
scanf("%s", &s);
//数字を扱う場合
int a;
scanf("%d", &a);
printf("%s:%d¥n“,s,a);
return 0;

}

&や大括弧はおまじないと思ってね



コメントアウト

•この部分はプログラムに干渉しない

•昔作ったものやほかの人に作った
コードを見せるとき、コメントがあ
るとわかりやすい

//一行の場合

/*
複数行の場合
*/



課題

•日本円を入力したときそれを米ドル、ユーロ、
元での価値に変換するプログラムを書け

•ただし、 1＄=102円

１€=140円

１元=16円 とする

<ヒント>

入力を得るにはscanfを使うと良さそう

浮動小数の計算なのでdouble型を使う



答え

#include <stdio.h>
#define DOLLAR 102
#define EURO 140
#define YUAN 16
int main(void)
{

double yen;
scanf("%lf", &yen);
printf("ドル:%lf¥n", yen / DOLLAR);
printf("ユーロ:%lf¥n", yen / EURO);
printf("元:%lf¥n", yen / YUAN);
return 0;

}



応用課題

•階乗の計算を考える

•7!を求めてみる 7*6*5*4*3*2*1=5040

•順に8!、9!……と求めてみよう

•ある数以上の階乗が正しく表示されない

……どうして表示されないか？



応用課題を解くための知識

•2進数で演算処理をする

• int型は32bitの幅を持っている

•1bitでは0か1、つまり21の大きさをもつ

•2bitでは22、4bitでは24……

わからなければ検索して調べてみよう



データ型の大きさ
データ型 ビット幅 呼称 範囲

文字型
char 8 文字型 -128～127

unsigned char 8 符号なし文字型 0～255

整数型

short (int) 16 符号付き短長整数型 -32768～32767

unsigned short (int) 16 符号なし短長整数型 0～65535

int
32

符号付き（倍長）整
数型

-2147483648～
2147483647long (int)

unsigned (int)

32
符号なし（倍長）整
数型

0～4294967295
unsigned long (int)

浮動小数点数型

float 32 単精度実数型
およそ10-38～1038

（有効数字7桁）

double 64 倍精度実数型
およそ10-308～10308

（有効数字15桁）

型なし void - - -



時間が余れば

•半径125の円の面積を求める。

•ただし円周率を
355

113
として考える

例)

#include <stdio.h>
int main(void)
{

printf("%d¥n", 355 / 113 * 125 * 125);
printf("%d¥n", 125 * 125 * 355 / 113);
return 0;

}



時間が余れば

•半径125の円の面積を求める。

•ただし円周率を
355

113
として考える

例)

計算結果が異なる理由を考えてみよう



アンケート

•終わった方はアンケートにご協力ください

•配布資料PDFに記載されているURLよりアン
ケートをお答えください

https://docs.google.com/forms/d/1SKI5B
y9dPJI9Gt1Sc54spDlWeNsrVSMBdoe99
hVchkM/viewform?usp=send_form

https://docs.google.com/forms/d/1SKI5By9dPJI9Gt1Sc54spDlWeNsrVSMBdoe99hVchkM/viewform?usp=send_form


補足

•以降プレゼンの補足資料を置いておきます

ＡｒｋＯａｋ非公式マスコットキャラクターわんわんおーく



実際に

プログラミングをしてみる前に、

使いやすくしてみよう。



ツール(T) → エディタ設定(E)



自分の見やすいサイズに変更してみよう。



統合開発環境

•統合開発環境（とうごうかいはつかんきょう）、
IDE (Integrated Development Environment) 
は、ソフトウェアの開発環境。

•従来、コンパイラ、テキストエディタ、デバッガ
などがばらばらで利用していたものをひとつの対
話型操作環境（多くはGUI）から利用できるよう
にしたもの。最近のIDEには、GUIアプリケーショ
ン開発のための迅速なプロトタイピング (RAD) が
可能なものが多い。統合開発環境を使うことに
よって、巨大かつ複雑なソフトウェアでも、作成
者に負担をかけることなく開発することが可能に
なる。(wiki)



機械語
2進数（0と1だけ）で動く

プログラム
printf , if などの文字列

コンパイル

C言語のイメージ

コンパイラ

#include <stdio.h>

int main(void)
{

printf(“Hello World”);
return 0;

}

機械語のイメージ

0001010011010101

0001010101010100

1010100010101011

0001010010101010

0001010010101010


