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■ プログラミング言語

コンピュータに様々な処理をさせることができる

■ 簡単・高速・万能

利点が多く幅広い用途で使用される

■ 世界で最も普及

C言語を知らないプログラマなんていない

C言語とは
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１. パソコン

これが無いと始まらない

２. テキストエディタ

文字を書くためのツール（例：メモ帳）

３. コンパイラ（翻訳機）

C言語を機械語に翻訳するツール

プログラミングに必要なもの
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環境構築の流れ
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1. エディタのインストール

2. コンパイラのインストール

3. コマンドの使い方

4. Hello World！



１. エディタのインストール



http://hide.maruo.co.jp/software/hidemaru.html

高機能テキストエディタ

秀丸
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http://hide.maruo.co.jp/software/hidemaru.html


秀丸のライセンス登録

[サポート] ➡ [秀丸エディタフリー制度]

➡ [アカデミックフリー個人]
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秀丸のインストール
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秀丸エディタのインストール
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おすすめショートカット

Ctrl

Ctrl

Ctrl

C

X

V

Ctrl Z

Ctrl Y

Ctrl S

Alt Tab

Alt Drag

コピー

切り取り

貼り付け

元に戻す

やり直し

保存

画面の切り替え

矩形選択
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２. コンパイラのインストール



■ Ｃ言語のコンパイルが可能 (gcc)

■ コマンドでいろいろなことが可能

■ 昔ながらのパソコンのイメージ

Cygwin
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Cygwin のダウンロード
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https://www.cygwin.com/
からインストーラをダウンロード

https://www.cygwin.com/


Cygwin のインストール
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Cygwin のインストール
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Cygwin のインストール
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※2016/09/26時点での最新版は 5.4.0-1



Cygwin のインストール
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Cygwin の起動
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フォント設定
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フォント設定
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フォント設定
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３. コマンドの使い方



よく使う UNIX コマンド

コマンド名 機能

pwd 現在のディレクトリを表示

ls 現在のディレクトリのファイル一覧を表示

mkdir [dir name] 新規ディレクトリの作成

cd [dir name] 指定したディレクトリに移動

cd .. 一つ上のディレクトリに移動

touch [file name] 新規ファイルの作成

rm [file name] 指定ファイルの削除

cp [fileA] [fileB] ファイル A からファイル B にコピー

cygstart [file name] ファイルを開く（ダブルクリックと同じ処理）

cygstart . 現在のディレクトリをエクスプローラで開く

gcc [file name] Ｃ言語のファイルをコンパイル

./[file name] コンパイルされたファイルを実行
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『pwd』コマンド

現在のディレクトリを表示
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『ls』コマンド

現在のディレクトリのファイル一覧を表示
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『mkdir』コマンド

新規ディレクトリの作成
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『ls』コマンド

現在のディレクトリのファイル一覧を表示
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『cd』コマンド

指定したディレクトリに移動
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『ls』コマンド

現在のディレクトリのファイル一覧を表示
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『touch』コマンド

新規ファイルの作成
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『cygstart』コマンド

指定したファイルを開く
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『cygstart』コマンド
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『gcc』コマンド

Ｃ言語のファイルをコンパイル

35



『gcc』コマンド

Ｃ言語のファイルをコンパイル
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『./』コマンド

コンパイルされたファイルを実行
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『gcc -o』コマンド

Ｃ言語のファイルを名前付きでコンパイル
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『./』コマンド

コンパイルされたファイルを実行
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『cygstart .』コマンド

現在のディレクトリをエクスプローラで開く
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『rm』コマンド

指定したファイルを削除する
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『cd ..』コマンド

一つ上のディレクトリに移動
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終わり


