
岩手県立大学ソフトウエア情報学部卒業論文 

社会情報システム学講座 
 
 

復習機能を強化した 

i モードドリル（漢字の世界）の開発 
 

Development of the i-mode Drill 
“kanji no sekai” with the Review Function  

 
 
 
 

by 
 
 

一戸 亜弥 
 

Ichinohe Aya 
 

２００２年 3 月 
 
 
 

Approved by             
論文指導審査教授 

 
 
 
 
 
 

指導教員 



 

謝辞 

 

今回の研究にあたり，岩手県立大学ソフトウェア情報学部の鈴木克明教授に

は多大なるご指導をいただき，誠にありがとうございました．また，支援して

くださった講師の藤原康弘さん，助手の市川尚さん，ユーザテストに快く協力

してくれた，草刈さん，中嶋さん，田中さん，ありがとうございました． 

皆様の御厚意により，本論文をここに提出できますことを心より感謝いたし

ます． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002 年 2 月 20 日 

ソフトウェア情報学部 

社会情報システム学講座 

0311998018  一戸 亜弥



 

目次 

 

第１章  研究の背景 

第１節 開発の動機  1 ･････････････････････････････････････

･････････････････

･････････････

･･･････････････････････････････････

･････････････････････････････

･････････････････････････

･･･････････････････

･･･････････････････････

･･･････････････････････

･･･････････････････････････････

･･･････････

･･･････････････････････････････

･････････････････････

･･･････････････････

･･･････････････････････

･････････････

･･･････････････････

･････････････････････

･･････････････････････

･･････････････････････

･･････････････････････････････

第２節 漢字学習環境についての先行研究  1 

第３節 教材開発プロセスについての先行研究  2 

第４節 本研究の目的  3 

 

第２章  設計 

第１節 「漢字の世界」とは  4 

第２節 「漢字の世界」の問題点  6 

第３節 「漢字の世界」機能拡張の設計  6 

2.3.1 ドリルメール配信について  8 

2.3.2 解説での正誤情報について  8 

2.3.3 合否通知について  9 

2.3.4 マイ問題集においての出題方法について  10 

2.3.5 ポイントについて  11 

 

 

第３章  開発 

第１節 現行版「漢字の世界」の開発  12 

3.1.1 漢検模試・マイ問題集について  13 

3.1.2 解説・ランキングについて  15 

3.1.3 履歴・ポイント・アドバイスについて  16 

3.1.4 登録・解除・ログインについて  19 

第２節 拡張版「漢字の世界」の開発  20 

3.2.1  ドリルメール配信について  20 

3.2.2  解説での正誤情報について  22 

3.2.3  合否通知について  23 



3.2.4  マイ問題集においての出題方法について  23 ･･････････

･･････････････････････････････

･･････････････････････････････････

･･････････････････････････････････

･･･････････････････････････････････････････････

･･･････････････････････････････････････････････････････

3.2.5  ポイントについて  23 

 

第４章  評価 

第１節 ユーザテスト 1  25 

第２節 ユーザテスト 2  27 

 

第５章  おわりに  31 

 

参考文献  32 

 

資料 

 



 

第 1 章 研究の背景 

 

第 1 節 開発の動機 

 

現在，携帯電話は通話機能だけでなく，携帯端末としての機能を備えるよう

になった．携帯電話は常に持ち歩くことができるので，パソコンと比べて簡単

にインターネットに接続することができる．表示画面が小さいという欠点はあ

るものの，携帯電話 1 台あれば，メールの送受信と Web サイトの閲覧が可能で

ある．このような携帯電話の特徴を生かした教材ができれば，より効果的に学

習を支援することができるのではないかと考えた． 

NTT ドコモの i モードでは多数のサイトがあり，学習することを目的とした

公式サイトもいくつか存在する．その公式サイトの中から，漢字，英語，情報

処理の 3 つを，i モードを使い実際に学習してみた．その中の 1 つである「漢

字の世界」（ZAPPALLAS，INC，（財）日本漢字能力検定協会）というサイトでは，

メールと Web サイトの閲覧機能の両方を利用して学習を進める構造になってお

り，最も充実した学習環境を提供していた．このサイトを教育工学的な研究成

果を生かして，さらに効果的なものにできるのではないかと考えたことが本研

究の動機となった． 

 

第 2 節 漢字学習環境についての先行研究 

 

漢字を覚えるということは，認知領域の課題の中でも言語情報の学習課題に

分類される．言語情報とは，「教材に出てきた情報を覚えて，それをテストで再

び思い出す課題（p.51）」（鈴木・井口・鷲尾 1995）である． 

言語情報の場合のドリルについて，鈴木（1989）は，「ドリルに含まれてい

るそれぞれの項目に対する正解の回数で項目ごとの達成を判断する。たとえば

記述式ならば連続２回、選択式ならば偶然の正答も考慮して連続３回とし（も

ちろん連続といっても同じ項目を続けて表示するのではなく、他の項目を練習

した後で忘れた頃にもう一度出題して間違わないで何回連続で答えられるかで

 1



判断）、その項目をドリルから外すことでまだ学習していない項目に集中できる

ように配慮する（p.34）」と述べている． 

また，正答へのフィ－ドバックは，正解したことそのものが意欲を高める効

果があるので，正解であることを知らせるだけで十分であり，誤答へのフィ－

ドバックは，情報付加的であることが必要であるが，フィ－ドバックを情報付

加的にするためには，学習者の理解にどのような誤りがあって，その結果とし

て誤答になったのかが分かっていなければならない（鈴木 1989）． 

 

第3節 教材開発プロセスについての先行研究 

 

どのようなやり方で教材をつくっていけばよいのかについてのヒントは，「教

材設計・開発へのシステム的なアプローチ」と呼ばれている．このシステム的

なアプローチは，「Plan（計画すること）」「Do（実行すること）」「See（結果を

見ること・評価すること）」の 3 つの段階で表される．これらは図 1－1 に示す

ような相互関係にあり，評価から計画に戻ることが重要になる（鈴木・井口・

鷲尾 1995）． 

 

実行評価

計画

See Do 

Plan 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 「Plan－Do－See」の回転体 

（鈴木・井口・鷲尾 1995） 

 

システム的なアプローチの中でも重要な作業となるのが，「See」にあたる評

価である．教材の問題点を明確にするためにユーザテストを行う．ユーザテス

トとは，プロトタイプや製品を，対象とするユーザに使用してもらい，評価分
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析者がユーザと製品の相互作用を分析して，問題の発見と診断を行う方法であ

る（黒須・伊東・時津 1999）．このユーザテストの 1 つが形成的評価である． 

形成的評価は，効果的な教材づくりを実証主義的に進めるための重要なステ

ップであり（鈴木 1987b），インタフェースのどの部分が良いのか悪いのか，

どのようにデザインを改善できるのかを知ることが，主要な目標となっている

（ニールセン 1999）． 

 

第4節 本研究の目的 

 

そこで本研究では，「漢字の世界」を題材とし，復習に関する機能を拡張・変

更したシステムを開発した．メール配信機能の追加，効果的なドリル学習機能

の実装（出題方法の変更）等を行った．それによって学習効果の向上を図り，

携帯電話における教材はどうあるべきかを提案した．
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第 2 章 設計 

 

第1節 「漢字の世界」とは 

 

「漢字の世界」とは，受験や仕事，漢字能力検定合格などに向けて漢字の知

識を身につける事ができる，i モードの公式サイトである．提供者は財団法人

日本漢字能力検定協会である．図 2-1 に「漢字の世界」の学習の流れを示す． 

「漢字の世界」で学習を進めていくために，利用者は名前・携帯電話のメー

ルアドレスを登録する必要がある．登録後，自分が受けたい級を選択して漢検

模試を受ける．模試は読み問題，書き問題，対義語類義語，四字熟語，知識問

題の 5 分野で各 10 問の計 50 問から構成され，出題順は常に上記の順となって

いる．全問終了すると登録したメールアドレスに模試の合否が通知され，その

メールには解説ページへのリンクも表示されている． 

また，「漢字の世界」には漢検模試の他に，「ランキングを見る」「正解を見る」

「能力ポイント」「これまでの履歴」「アドバイス」のページがあり，自分の成

績，能力などをいつでも見ることができる． 

模試は月 2 回受けることができ，模試を受けた後はマイ問題集が作成され，

利用者は次回の模試までマイ問題集を使って学習する．このマイ問題集は 30

問で構成され，模試の結果から苦手分野の問題が多く出題されている．苦手分

野は 10 問，他の分野は 5 問出題され，出題順は模試と同様となっている．なお，

模試，マイ問題集は共に途中で止めても続きから始められるようになっている． 
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ト ッ プ ペ ー ジ に

戻ってから 

ランキング・解 説

終了 

ランキング 

正解数によって自分の名前が 

表示される 

模擬試験・マイ問題集

マイ問題集 

模試の結果によって作成される 

（次回の模試まで） 

履歴 

模試結果（日付、級、正解数）が 

追記される 

アドバイス 

合格レベル、弱点分野が表示される 

ポイント 

模試の合否によってポイントが 

加算される 

マイ成績表

級の選択 

メ ー ル に よ る

合 否 の通 知  

漢検模試を受ける 

 
登録 

図 2－1 「漢字の世界」の学習の流れ 
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第2節 「漢字の世界」の問題点 

 

一方で，実際に「漢字の世界」で学習してみると，以下のような問題点が挙

げられた． 

一つ目は，メールが活用されていないという点である．「漢字の世界」を利用

する際に登録したメールアドレスには，模試の結果が通知されるだけであり，

メールを使う必要性が感じられない． 

二つ目は，模試の結果についての正誤情報がないという点である．「正解を見

る」という解説ページはあるが，そこでは問題と正解が表示されているだけで，

自分がどこを間違えたのかがわからない． 

三つ目は，苦手分野だけを集中的に学習できないという点である．マイ問題

集は模試と同じ順番でしか出題されないため，例えば知識問題が苦手分野だと

しても，読み問題から四字熟語までを解かなければ，苦手分野にたどり着くこ

とができない． 

 

第3節 「漢字の世界」機能拡張の設計 

 

「漢字の世界」の機能拡張として，以下に示す点を設計した．機能拡張後の

学習の流れを図 2-2 に示す．  

（１） ドリルメール配信（追加） 

（２） 解説での正誤情報（追加） 

（３） 合否通知（変更） 

（４） マイ問題集においての出題方法（変更） 

（５） ポイント（変更） 
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変更

追加

模 試 ・ マ イ 問 題 集 の 正 誤 に よ っ て

好 きなだけ学 習  

（出 題 数 に制 限 なし） 

学 習 したい分 野 を選 択  

トップページに

戻って 

変更

追加

変更部分

追加部分 

追加

履歴：模試結果（日付、級、正解数）が 

追記される 

アドバイス：合格レベル、弱点分野が表示される

ポイント：模 試 の合 否 、マイ問 題 集 の正 答 数 に

よってポイントが加 算 される 

マイ成績表 

ランキング：正解数によって自分の

名前が表示される 変更

マイ問 題 集模擬試験・マイ問題集

変更 

正 解 を見 る（解 説 ） ― 正 誤 情 報  「誤 答 だけ表 示 」「誤 答 →正

答 の順 に表 示 」「模 試 の順 に表 示 」 

ドリルメール配 信  ― 曜 日 ごとに各 分 野 のドリル（マイ問 題 集 ）を

配 信 する 

合 否 、ランキング・解 説 のリンク表 示

登録 

終了 

漢検模試を受ける 

 

図 2-2 機能拡張後の学習の流れ 
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2.3.1 「ドリルメール配信」について 

現行版では，メールが活用されていないという問題点があった．そこで拡張

版では，メールを使い，曜日毎に各分野のドリル（マイ問題集）の URL を配信

する機能を追加した．模試を終了した翌日から，月曜日は読み問題，火曜日は

書き問題，水曜日は対義語類義語，木曜日は四字熟語，金曜日は知識問題を配

信し，土曜日は模試の結果により，苦手分野を再度配信することとした．ドリ

ルの級は利用者が模試を受けたときに選択した級とした． 

サイト側が利用者の訪問をただ待っているだけではなく，こちらから利用者

に働きかけることにより，サイトの存在を忘れることがなく，サイトへの訪問

数，学習回数が多くなることが期待された． 

 

2.3.2 「解説での正誤情報」について 

現行版では，模試終了後は「正解を見る」という解説ページが作成される．

しかし、その解説ページでは問題と答えが表示されているだけで，自分がどこ

をどのように間違えたのかがわからない．そこでこの問題を解消するために，

解説ページに正誤情報を加えることにした． 

拡張版での解説ページには，問題，あなたの答え，正誤（○または×を表示），

正解を表示した．現行版と拡張版の画面設計の比較を図 2-3 に示す． 

また，解説ページの表示方法として「誤答だけを表示」「誤答・正答の順番に

表示」「模試の順番に表示」の 3 つを用意し，利用者が選べるようにした． 
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図 2-3 現行版と拡張版の解説ページの比較 

 

2.3.3 「合否通知」について 

パソコンではいくつもの画面を同時に表示させることができる．しかし，i

モードでは 2 画面を同時に表示させることができない．そのため現行版では，

模試終了後の合否を見るために Web サイトの画面を一度終了させ，メール画面

を表示させなければならなく，「模試」から「正解を見る」の流れが切れてしま

ういという問題があった． 

そこで拡張版では，模試の合否は全問終了直後に Web サイトの画面で表示さ

せ，メール画面に切り替えなくても合否が分かるようにした．また，その画面

に解説ページへのリンクも張り，模試終了後，すぐに解説を見ることができる

ようにした（図 2-4）． 
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図 2-4 拡張版の合否通知 

 

2.3.4 「マイ問題集においての出題方法」について 

模試終了後は，模試の結果により苦手分野が多く出題されたマイ問題集が作

成される．しかし，現行版では出題される分野の順番が模試と同じように決ま

っているため，得意分野を解かなければ苦手分野にたどり着かないことがある．

そのため苦手分野を集中的に学習できないといった問題があった． 

そこで，拡張版では利用者が苦手分野に応じて学習できるよう，学習分野を

選択式にした（図 2-5）．また，出題数は制限せずに，好きなだけ学習できるよ

うにした． 

出題する問題は模試で出された問題と同じものを使用した．模試，マイ問題

集は 3 択，または 4 択になっているため，偶然正解することも考えられる．そ

こで偶然の正解を考慮し，模試・マイ問題集を合わせて 2 回正解後，問題を削

除した．また，一度正解していても 2 回目の出題時に間違えた場合は，正解回

数をゼロに戻し，まだ学習していない問題に集中できるよう，配慮した． 

模試で出題された問題が全て終了した後は，模試では出題されていない新しい

問題が出題されるようにした．また，新しい問題に入る前には模試で出題され
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た問題が終了したことを利用者に知らせ，新しい問題に進むかを選択できるよ

うにした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 分野選択画面 

 

2.3.5 ポイントについて 

マイ問題集の出題方法に合わせ，ポイント加算方法も変更した．現行版では

30 問終了しないとポイントが加算されなかったが，拡張版では規定問題数がな

いため，問題を 1 問解く毎に加算されるようにした． 
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第 3 章 開発 

 

第1節 現行版「漢字の世界」の開発 

 

先に挙げた問題点を改善するためには，まず「漢字の世界」のプログラムを

再現する必要がある．しかし，プログラムを入手することはできなかった．そ

こで「漢字の世界」を参考に，同じ動作をするプログラム，現行版「漢字の世

界」（以下現行版）を開発した．開発言語は Perl(v5.6.1)，HTML(i モード対応

HTML2.0)を用い，OS は Windows2000 を使用した． 

また著作権等に配慮し，外部から見ることができないよう，アクセス制限を

か け た Web サ ー バ 上 に 開 発 し た ． サ ー バ は UNIX （ Solaris 2.7 ） 上 の

Apache(v1.3.12)であり，クライアントは NTT ドコモ社製 i モードであった．作

成した現行版画面を図 3-1 に示す．  

「漢字の世界」は i モード以外の端末からは見ることが出来ないため，「漢字

の世界」に登録し，i モードで動作を確認しながら作成した．また，この現行

版の模試で出題する問題は，「漢字の世界」で実際に各級毎に 6 回程度模試を受

け，収集した． 

また，プログラムはソースコードドキュメンテーションを行い，資料 1 とし

て添付した．プログラムの構成を資料 2 に示す．  

登録，ログイン後はユーザ認証の必要があるため，HTML で実現できる表示の

みのページも，全て CGI とした．その中で，プログラム動作をする部分を以下

に示す． 
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図 3-1 現行版画面 

 

3.1.1 漢検模試・マイ問題集について 

模試は，進行状況（$st）を判断し，途中から始めた場合も含め，模試が 1

問目の場合（$st =0）は，問題ベースの模試ファイルの有無を確認し，ファイ

ルがある場合（$ex=1）は模試ファイルから問題を取得し，ない場合（$ex=0）

は題ベースにある各分野のファイルからランダムに問題を取得し，表示した． 

2 問目から最終問題（$st=1）の模試では，正誤を判断し，分野ごとにポイン

トを加算した． 

模試終了後（$st=2）は，模試の合否をメールで通知した．その後，ユーザ名

のフォルダにあるファイルに履歴，弱点，ポイントをそれぞれ書き込み，問題

ベースにあるランキングファイルにユーザ名と正解数を各分野のファイルに書

き込んだ（図 3-2）． 

マイ問題集は，模試終了時に各分野の点数を書き込んだ弱点ファイルからデ

ータを読み込み，苦手分野によって出題する問題数を設定した．その後，模試

ファイルがない場合（$ex=0）の模試と同様に，問題ベースから各分野の問題を

ランダムに取得し，出題した．30 問終了後，合計正解数によってポイントを加

算した． 
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図 3-2 現行版模試 
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3.1.2 解説・ランキングについて 

解説は，模試を受けている間に作成された解説ファイルから問題，選択肢，

正解を読み込み，順に表示した． 

ランキングは，問題ベースにあるランキングファイルからユーザ名を読み込

み，ファイルが存在する場合（$ex=1），点数が高い順にユーザ名と点数を表示

した．自分のユーザ名が表示される場合は「あなたの順位は 1 位です」のよう

に順位を表示し，ファイルが存在しない場合（$ex=0）は，「ランキングはあり

ません」と表示した（図 3-3）． 
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あなたの順位を表示

ランキング表示

問題数/$kazuで正
解率表示

各分野のファイルか
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図 3-3 現行版ランキング 
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3.1.3 履歴・ポイント・アドバイスについて 

履歴，ポイント，アドバイスは，ユーザのファイルからデータを読み込み，

表示する． 

履歴は，模試終了時に日付，級，各分野の正解数が書き込まれた履歴ファイ

ルを読み込み，過去 5 回分を表示した．履歴ファイルが存在しない場合は「履

歴はありません」と表示した． 

ポイントは，ユーザのポイントファイルからデータを読み込み，合計ポイン

ト，前回からアップしたポイントを表示した．このファイルが存在しない場合

は，「ポイントはありません」と表示した．ポイント表示後，ポイントファイル

でのユーザ名の有無を調べ，ユーザ名が存在する場合（$ex_usr=1）は，ユーザ

名とポイントを削除した後，新しくファイルに書き込んだ．また，ポイントラ

ンキングでは，ポイントファイルからユーザ名とポイントを読み込み，ポイン

トが高い順にユーザ名とポイントを表示した（図 3-4）. 

アドバイスは,模試終了時に作成される弱点ファイルから各分野の点数を読

み込み，一番弱い分野の点数が 9 点以上の場合（$st=0）は「なかなかの素晴ら

しい解答率です」と表示し，8 点以下の場合（$st=1）は「書き問題に不安があ

ります」のように分野名を表示した．また，二番目に弱い分野の点数も 8 点以

下の場合（$st=2）はこの分野名も加えて表示した．履歴ファイルを参照し，模

試の合計点数が 35 点以上の場合は「合格レベルの実力です」と表示し，35 点

未満の場合は，合格までに必要な正解問題数を表示した．弱点ファイルに各分

野の点数が書き込まれていない場合は，「アドバイスはありません」と表示した

（図 3-5）． 
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図 3-4 現行版ポイント 
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図 3-5 現行版アドバイス 
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3.1.4 登録・解除・ログインについて 

登録では，ユーザ名が英数字以外になっていないこと，また，入力項目が空

欄になっていないことを確認し，入力したパスワードに間違いがなく（$p1 と

$p2 が一致），ユーザ名がすでに登録されていない場合，フォルダ，履歴ファイ

ル，弱点ファイルを作成し，パスワードファイル，メールファイルにユーザ名

とパスワード，メールアドレスをそれぞれ書き込んだ．入力したユーザ名がす

でに登録されていた場合，パスワードを間違えていた場合，入力項目が足りな

い場合はエラー表示をし，入力画面に戻った（図 3-6）． 

解除，ログインでは，パスワードファイルからデータを読み込み，ユーザ名

とパスワードが一致したときのみ，解除またはログインを行った．一致しない

場合エラーを表示し，入力画面に戻った． 

解除では，各ユーザのフォルダとその中にあるファイルを全て削除し，パス

ワードファイル，メールファイル，ポイントファイルから解除するユーザ名を

削除した． 

yes

no

no

yes

no

yes

no

yes
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パスワードファイル・
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図 3-6 現行版登録 
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第2節 拡張版「漢字の世界」の開発 

 

現行版作成後，以下に示す拡張・変更機能を現行版に加え，拡張版「漢字の

世界」（以下拡張版）を作成していった． 

また，現行版作成時と同様に，開発言語は Perl(v5.6.1)，HTML(i モード対応

HTML2.0)を用い，OS は Windows2000 を使用した．開発環境は，サーバは UNIX

（Solaris 2．7）上の Apache(v1.3.12)，sendmail(v8.9.3)であり，クライア

ントは NTT ドコモ社製 i モードであった． 

 

3.2.1 「ドリルメール配信」について 

メールの送信は，月曜日から土曜日の午前 9 時 30 分に，指定したファイルが

自動的に実行されるよう，crontab ファイルを設定した．指定したファイルで

は，登録されているメールアドレスを参照し，登録されている利用者が模試を

終了しているかを調べ，終了していた者に限り，メールを配信するようにした．

なお，ここでは sendmail を使用してメールを送信した（図 3-7）． 
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図 3-7 拡張版ドリルメール配信 
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3.2.2 「解説での正誤情報」について 

解説で模試の正誤情報を表示するため，問題の正誤によってファイルを作成

した．全問題ファイル，正答ファイル，誤答ファイルの 3 つを用意し，模試を

受けている間，それぞれのファイルに書き込まれるよう設定した．ファイルに

は，問題，選択肢，正解，分野，利用者の解答，正誤を書き込んだ．解説の表

示方法に合わせて作成したファイルからデータを読み込んだ． 

「模試の順番に表示」の場合は，全問題ファイルから読み込んで順に表示し

た．「誤答・正答の順番に表示」の場合は，ファイルの行数から誤答数（$g），

正答数を取得し，誤答ファイルから読み込んで順に全てを表示した後（問題数

＞$g になった場合），正答ファイルから読み込んで誤答ファイルと同様に表示

した．「誤答だけ表示」の場合は，「誤答・正答の順番に表示」のときと同様に，

誤答ファイルからデータを読み込み順に表示した（図 3-8）． 
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全問題ファイルから
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図 3-8 拡張版解説 
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3.2.3 「合否通知」について 

模試を受けている間正解数をカウントし，模試終了後，合計正解数が 35 問以

上の場合を合格，それ未満を不合格として，合格の場合は「やったね！合格お

めでとう」と表示し，不合格の場合は「残念！不合格もう少し実力をつけよう」

と表示した． 

 

3.2.4 「マイ問題集においての出題方法」について 

拡張版のマイ問題集では，模試で出題された問題と同じものを使用するため，

模試を受けている間，分野ごとにマイ問題集ファイルを作成した．ファイルに

は，問題 ID，問題，選択肢，正解，分野，正誤を書き込んだ． 

問題表示（$m=1）では，新しいマイ問題集ファイルの有無を確認し，ない場

合（$new=0）は模試を受けている間に作成されたマイ問題集ファイルからデー

タを読み込んだ．ファイルがある場合（$new=1）は新しいマイ問題集ファイル

からデータを読み込み，模試で出題された問題が終了した後，さらに問題を続

ける場合（$con=1）は問題ベースにある各分野の問題ファイルから問題を読み

込んだ．どの場合においても，問題はランダムに出題した． 

答え表示（$m=2）では，正誤によってポイントを加算し，マイ問題集ファイ

ルの正誤が 0 で正解の場合は，正誤を 1 として新しくファイルに書き込んだ．

また，マイ問題集ファイルの正誤が 1 で正解の場合は，問題を削除し，クリア

ーファイルに問題 ID を書き込んだ．また，不正解の場合は，正誤を 0 として新

しく書き込んだ（図 3-9）． 

 

3.2.5 ポイントについて 

現行版のマイ問題集では模試終了後に合計正解数によってポイントを加算し

ていた． 

拡張版では，1 問ごとに正誤を判定し，正解の場合，1 ポイント加算されるよう

にした． 
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ファイルに新
しく書き込む

正解

答え表示

no

yes

次の問題

$con=1

yes

no

終了

$con

$con=1

1

else

 

図 3-9 拡張版マイ問題集 
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第 4 章 評価 

 

第1節 ユーザテスト 1 

 

ユーザテスト 1 は，2001 年 12 月 25 日，大学生 1 名に筆者の携帯電話を使い,

被験してもらった．今回のユーザテストは 1 日のみのため，模試の結果による

曜日ごとのドリルメール配信については確認しなかった．また，模試の級は被

験者に選択してもらうことにし，今回は 3 級の模試を行った。 

拡張版と現行版を比較してもらうため，始めに現行版で模試を受けてもらっ

た．模試も含めて 40 分程使用した後，拡張版を 15 分程使用してもらった．内

容と実時間を表 4-1 に示す．現行版で行った登録，模試等を再度拡張版で行う

ことは，被験者にかかる負担が大きいため，現行版で行ったユーザ登録から模

試のまでのデータを拡張版に移行させた（資料 3 参照）．拡張版での模試終了直

後の合否判定が確認できるよう，模試が 50 問目から始まるようにデータを移行

し，50 問目は現行版と同じ番号で回答してもらった． 

 

表 4-1 ユーザテスト 1 の内容と実時間 
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拡張版を使用した後のアンケートでは，解説での正誤情報通知，合否通知，

マイ問題集においての出題方法の 3 つについて質問した（資料 4 参照）．ドリル

メール配信は今回のテストでは行わないためアンケートの質問事項から除き，

また，ポイントの加算方法については，マイ問題集の出題方法に合わせて変更

した部分のため，同様に除いた． 

アンケートの結果，拡張・変更された機能については好意的な意見をもらっ

たが，更なる改善への指摘も受けた．アンケートの質問事項とその結果を表 4-2

に示す． 

 

表 4-2 アンケートの質問事項と結果 

■解説での正誤情報について 

・ 自分がどこを間違えたのかがわかったか 

- わかった。 

 

・ 表示方法が 3 つ用意されていたことはどうだったか 

- よい。 

- でも、苦手分野、誤答数が多い分野の順番に表示したものの方がいいのでは

ないか。 

 

■合否通知について 

・ 模試終了直後に合否・苦手分野が分かることはどうだったか 

- メールで通知されるよりこちらの方がよい。 

 

■マイ問題集においての出題方法について 

・ 学習したい分野が選択式になっていたのはどうだったか 

- よい。 

- でも、リンクは上から順に見ていこうとするので、苦手分野が上に表示され

る（点数の低い順に表示される）ようにした方がいいのではないか。または、

回答率を表示させれば、どのくらい間違っているのかが分かって分野を選択

しやすいのではないか。 

 

・ 模試で出題された問題と同じ問題が使われていたことはどうだったか 

- よい。間違いを直すことができる。 

 

・ 問題数を決めないで好きなだけ学習できることはどうだったか 

- 「 10 問やったら終わり」というように、ユーザが問題数を決め、区切りをつ

けられるのもいいのではないか。 

-  

・ 模試で出題された問題を全て終了させてから、模試では出題されていない新しい

問題が出題されることはどうだったか 

- 区切りがつくからよい。 
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表 4-2 アンケートの質問事項と結果（続き） 

■その他 

・ マイ問題集について 

- マイ問題集で学習を進めていくなかで、回答率やアドバイスがあったほうが、

自分が今どのくらいの力を持っているのかが分かっていいのではないか。 

- 模試の回数が足りないのではないか。月 2 回が適しているのか。もっとあっ

たほうが、実力が分かっていいのではないか。 

 

・ 漢検模試について 

- 選択肢の順番が変わったほうがいいのではないか。 

 

 

 

 

 

・ 表示画面 

- できるだけすっきりさせたほうがいい。 

- ユーザ登録をした後のトップ画面は、「漢字の世界」についての説明がない方

がいい。（もうわかっていることなので） 

- ログイン画面で級を選択して、それ以降はその級のみの情報が表示される方

が使いやすいのではないか。（そのほうが画面がすっきりしていい） 

 

1．aa 

2．bb 

3．cc 

1．aa 

2．cc 

3．bb 

 

第 2 節 ユーザテスト 2 

 

ユーザテスト 1 の結果を元に，以下のように拡張版をさらに改善した。 

解説では，表示方法を 3 つ用意したが，表示される解説の順番は，模試で出

題される分野の順番になっていた．「間違いが多い分野から解説を見たい」とい

った意見を取り入れて，誤答数が多い分野順に表示されるようにした． 

マイ問題集では，「上からリンクを辿っていく」「模試でどのくらい間違えた

のかが知りたい」といった意見から，点数が低い順にリンクを表示し，その横

に模試での回答率を表示した．また，模試で出題された問題を全て終了した後

に出題される新しい問題は、10 問ごとに出題されるようにし，区切りが付くよ

うにした． 

模試では，選択肢の番号は変わらないままだったが，「番号で答えを覚えてし

まう」といった意見から，同じ問題が出題されても，選択肢番号はその都度ラ

ンダムに配列されるようにした．  

i モードの表示画面は小さいため，「表示画面はできるだけシンプルなほうが
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良い」といった意見があった．そこで，ログイン後に表示される「漢字の世界」

の説明は他の場所に移動させ，トップ画面に説明へのリンクを付けた．また，

ログイン時に前回受けた模試の級の情報のみの表示でいいかどうかを尋ね，「は

い」なら履歴ファイルから級を確定し、その級の情報のみを表示させ，「いいえ」

なら全ての級の情報を表示するようにした． 

拡張版をさらに改善したものを動作確認し，その後，2002 年 1 月 17 日から 1

週間，ソフトウェア情報学部の大学生，女子 2 名に自分の携帯電話で 1 週間使

用してもらった．被験者がどのように拡張版を使用しているか調べるため，ロ

グが取れるよう設定をした（資料 6 参照）．初日と最終日に同じ内容の模試を受

けてもらい，点数がどのように変化しているかを調べた．また，最終日には現

行版がどのようなものかを実際に見せ，そこで現行版と拡張版を比較してもら

った． 

模試の結果，どちらの被験者においても点数の向上が見られた．被験者 1 の

3 級合計得点は 42 点から 45 点，5 級合計得点は 48 点から 49 点に向上した．ま

た，被験者 2 の 3 級合計得点は 33 点から 36 点に向上した．表 4-3，表 4-4 に

それぞれの被験者ついて分野ごとの模試結果を示す．被験者 1 は，さまざまな

級の模試を受けていたが，その中で，初日と最終日の模試結果が得られた 3 級

と 5 級についての結果を示す． 

ログを取った結果，模試の結果から出された苦手分野を集中的に学習してい

ることが読み取れた．その結果， 1 回目の模試の結果苦手とされた分野の点数

が，2 回目の模試では向上していた． 

 

表 4-3 被験者 1 の分野ごとの模試結果 

 

 

 

 

 

 

 

3級 読み 書き 対義語類義語 四字熟語 知識 合計

1回目 10 10 6 7 9 42
2回目 10 9 7 9 10 45

読み 0
書き 0
対類 0
四字 0
知識 13

3級マイ問題集練習回数
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表 4-3 被験者 1 の分野ごとの模試結果（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-4 被験者 2 の分野ごとの模試結果 

 

 

 

 

 

 

 

3級 読み 書き対義語類義語 四字熟語 知識 合計

1回目 10 5 5 6 7
2回目 10 9 4 6 7

読み 10
書き 40
対類 0
四字 0
知識 0

3級マイ問題集練習回数

33
36

5級 読み 書き 対義語類義語 四字熟語 知識 合計

1回目 10 10 10 10 8
2回目 10 10 10 10 9

読み 0
書き 0
対類 0
四字 0
知識 20

読み 2
書き 0
対類 0
四字 0
知識 0

5級マイ問題集練習回数

4級マイ問題集練習回数

48
49

 

アンケートの質問事項はユーザテスト 1と同様のものを用いた（資料 4参照）．

その結果，拡張・変更した機能についてはユーザテスト 1 と同様に好意的な意

見が得られた． 

また，ユーザテスト 1 後に改善した，マイ問題集のリンク表示や模試での選

択肢の変更についても好意的な意見が得られた． 

ドリルメール配信については，以下に示す内容を質問した． 

（１） メールが毎日配信されることについて 

（２） メールからサイトに行くことがあったか 
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（３） メールが配信されることによって，サイトの存在を忘れなかったか 

（４） 午前 9 時 30 分にメールが配信されるように設定していたが，毎日時

間どおりにメールが来たか 

（５） 時間（午前 9 時 30 分）は適当か 

（６） 希望する時間にメールが来ない場合でもメールは必要か 

 

アンケートの結果，以下のような意見が得られた． 

（１） メールは日曜日以外，毎日配信していたのだが，毎日メールが来る

ことに対して迷惑とは感じなかった． 

（２） トップページからログインするよりも，メールからサイトを訪れ，

マイ問題集で学習することが多かった． 

（３） 実験をしているという意識があったため，サイトの存在は忘れなか

った． 

（４） メールは，ほぼ時間どおりに来ていたが，その日の午後や次の日の

午前 5 時 30 分に届くことが確認された． 

（５） 午前 9時 30 分は早いと感じた日もあった．午前中にメールが来れば，

午後から学習することができるため，メールが送られてくる時間は

午前中の方が良い． 

（６） 希望する時間にメールが届かないとしても，メールはあったほうが

良い． 

 

ドリルメール配信については，以上のように好意的な意見が得られた．しか

し，今回のテストは 1 週間という短い期間だったため，メールがあったほうが

良いと感じたかもしれないが，期間が長くなることにより，毎日メールが来る

ことは不要と考える利用者もいるかもしれないため，配信の有無を選択式にし

てもよいのではないかといった意見があった． 

サイト側から利用者にメールが送信されることにより，サイトの存在を忘れ

ないことを期待したのだが，被験者に実験をしているという意識があったため，

メールが来ることの効果により，サイトを忘れなかった，訪問したとは言い難

い結果となった． 

 30



 

第 5 章 おわりに 

 

本研究では，「漢字の世界」の機能を拡張したシステムの開発を行った． 

ユーザテスト 1 を行った後，いくつかの機能を改善し，ユーザテスト 2 を行

った．その結果，拡張・変更した機能については好印象であった．また，ユー

ザテスト 2 で初日と最終日に模試を実施した結果，どちらの被験者においても

点数の向上が見られた． 

しかし，ユーザテストの実施期間が短かったこと，被験者の人数が少なかっ

たこと，今回のテストでは拡張版のみを使用していたことから，拡張・変更し

た機能によって学習効果が向上したとは言い難い．また，最初に受けた模試の

点数が高い場合，点数の向上に限界があるため，初めに選択した級より上の級

の模試を受け，マイ問題集で学習してもらわなければ，明確に学習効果の向上

を見ることができない．そこで，現行版と拡張版の長期間使用により，学習効

果の向上を調査することが今後の課題である． 

ユーザテスト 2 では，ドリルメール配信を行った．メールは午前 9 時 30 分に

配信されるように設定していたが，その日の午後や，次の日の午前 5 時 30 分に

届くこともあった．また，アンケートの結果，「配信の有無を選択式にしてもよ

いのではないか」「設定されていた時間は早いと感じたことがあった」といった

意見があった．そこで，配信の有無を登録時に利用者に尋ねること，メール配

信時間をいくつか用意し，その中から利用者が希望する時間を設定できるよう

にすることなど，機能の改善を図ることが望まれる． 

評価の結果から，携帯電話における教材について次のように提案した． 

一つ目は，利用者の学習を促すことである．メールを使い，サイト側が利用

者に働きかけて学習を促すことで，学習回数が増え，点数の向上につながる． 

二つ目は，効果的に学習できるようにすることである．携帯電話で学習する

場合は，机に向かって学習する場合と異なり，気軽に，また，空いた時間で学

習する場合が多いと考えられる．そのため，効果的に学習できるよう，苦手分

野を集中的に学習すること，また，フィードバックを与えることが必要となる． 
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資料 1 ソースコード 

 

現行版 

・ advice.cgi* 

・ cal.cgi* 

・ chishiki.cgi* 

・ info.cgi* 

・ jimu.cgi* 

・ kaijo.cgi 

・ ken_info.cgi* 

・ kobo.cgi* 

・ lakan.cgi* 

・ login.cgi* 

・ mailmenu.cgi 

・ moshi.cgi* 

・ moshi_info.cgi* 

・ mymenu.cgi* 

・ mymon.cgi 

・ myseiseki.cgi* 

・ next.cgi* 

・ oshirase.cgi* 

・ otameshi.cgi* 

・ point.cgi* 

・ rank.cgi* 

・ rireki.cgi* 

・ seikai.cgi 

・ test.cgi 

・ toiawase.cgi* 

・ top.cgi* 

・ toroku.cgi*

 

拡張版 

・ auto_mail.cgi 

・ kaijo.cgi 

・ mymon.cgi 

・ seikai.cgi 

・ test.cgi 

 

拡張版・ユーザテスト1後 

・ mymon.cgi 

・ seikai.cgi 

・ test.cgi 

・ top.cgi 

 

* が付いているファイルは現行版と拡張版が同様のため，現行版のファイル

のみを添付する． 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#====================================== 
#   ＊現行版--アドバイス(advice.cgi) 
#====================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$ba=$in{ba}; #リンク場所 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
#ユーザ名フォルダに移動後、弱点ファイル(jaku.txt)を開き、苦手分野の決定をする。 
#模試の点数が低い順に弱点ファイルに書き込まれているため、一番上に表示されているものが苦手分野となる。 
 
#---弱点ファイルのオープン--- 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
open(J, "jaku.txt"); 
@j=<J>; 
@stat = stat "jaku.txt"; 
close J; 
 
$i=0; 
foreach(@j) { 
  ($bunya[$i],$correct[$i]) = split(/,/); 
  $i++; 
} 
 
#---苦手分野の決定--- 
#---一番目に点数が低い分野--- 
if($correct[0]>8){ 
  $st=0; 
}elsif($correct[0]<9){ 
  if($bunya[0]==1){ 
    $jakuten1="読み"; 
  }elsif($bunya[0]==2){ 
    $jakuten1="書き"; 
  }elsif($bunya[0]==3){ 
    $jakuten1="類"; 
  }elsif($bunya[0]==4){ 
    $jakuten1="熟語"; 
  }elsif($bunya[0]==5){ 
    $jakuten1="知識"; 
  } 
  $st=1; 
} 
#---二番目に点数が低い分野--- 
if($correct[1]<9){ 
  if($bunya[1]==1){ 
    $jakuten2="読み"; 
  }elsif($bunya[1]==2){ 
    $jakuten2="書き"; 
  }elsif($bunya[1]==3){ 
    $jakuten2="類"; 
  }elsif($bunya[1]==4){ 
    $jakuten2="四字熟語"; 
  }elsif($bunya[1]==5){ 

現行版 advice.cgi 1



    $jakuten2="知識"; 
  } 
  $st=2; 
} 
 
#ユーザ名フォルダにある履歴ファイル(career.txt)を開き、最後に受けた模試の級と点数を取得する。 
#弱点ファイルの容量がゼロのときは、まだ模試を受けていない（または終了していない）ため、 
#苦手分野を決定することができない。そのため、アドバイスは表示されない。 
 
#---履歴ファイルのオープン--- 
open(C, "career.txt"); 
@ca=<C>; 
@rev = reverse @ca; 
close C; 
 
$g=0; 
 foreach(@rev) { 
  ($mon[$g],$day[$g],$l[$g],$c[$g],$c1[$g],$c2[$g],$c3[$g],$c4[$g],$c5[$g],$point[$g]) = split(/,/); 
  $g++; 
} 
 
#---履歴の表示--- 
$ex_advice=1; 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>$usrへの<br>アドバイス</center><hr>¥n"; 
 
if($stat[7]==0){ 
  $data .= "アドバイスはありません。<br>¥n"; 
  $ex_advice=0; 
} 
 
#---級の文字変換--- 
if($ex_advice==1){ 
  if($l[0] eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l[0]==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l[0]==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l[0]==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l[0]==5){ 
    $ln=5; 
  } 
 
  $data .= "・総合¥能¥力<br>現在あなたは$ln級合格¥n"; 
  if($c[0]<35){ 
    $ato=35-$c[0]; 
    $data .= "まであと$ato問です。<hr>¥n"; 
  }elsif($c=>35){ 
    $data .= "レベルの実力を持っています。<hr>¥n"; 
  } 
  $data .= "・勉強アドバイス<br>¥n"; 
 
  if($st==0){ 
    $data .= "なかなかの素晴らしい解答率です。¥n"; 
  }elsif($st==1){ 
    $data .= "$jakuten1問題に不安があります。徹底して克服していきます。¥n"; 
  }elsif($st==2){ 
    $data .= "$jakuten1問題に不安があります。また、$jakuten2問題にも不安があります。¥n"; 
  } 
  $data .= "実力はありますが少し不安があります。再度見直しを心がけましょう。¥n"; 
} 
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#---リンク表示--- 
if($ba==1){ 
  $data .= "<hr><form method=post action=point.cgi><center>¥n"; 
  $basho="ポイント"; 
}elsif($ba==2){ 
  $data .= "<hr><form method=post action=myseiseki.cgi><center>¥n"; 
  $basho="マイ¥成¥績¥表¥"; 
} 
 
$data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
$data .= "<input type=hidden name=m value=1>¥n"; 
$data .= "<input type=submit name=submit value=戻る>¥n"; 
$data .= "</center></form>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#  if($ex_advice==0){ 
#    $ex_advice_="なし"; 
#  }elsif($ex_advice==1){ 
#    $ex_advice_="あり"; 
#  } 
#  $data .= "----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>アドバイス</font>：ex_advice=$ex_advice(<font size=-1>$ex_advice_</font>) 
#<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>一番弱い分野の点数</font>：correct[0]=$correct[0]<br>¥n"; 
# $data .= "<font size=-1>どこからのリンクか</font>：ba=$ba(<font size=-1>$basho</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=================================== 
#   ＊現行版--カレンダー(cal.cgi) 
#=================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番号（1～3） 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &ken_cal; #検定カレンダー 
}elsif($m==2){ 
  &cal_kan; #漢検カレンダー 
}elsif($m==3){ 
  &cal_bun; #文検カレンダー 
} 
 
#===検定カレンダー[m=1]=== 
sub ken_cal { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>検定選択</CENTER><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=cal.cgi?usr=$usr&m=2>1.日本漢字¥能¥力<BR>検定</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=cal.cgi?usr=$usr&m=3>2.日本語文章¥能¥力<BR>検定</A><BR>¥n"; 
  $data .= "日本漢字¥能¥力検定協会が監修する検定。日本語の「書く」力に重点を置いた検定です）¥n"; 
} #end：ken_cal 
 
#===漢検カレンダー[m=2]=== 
sub cal_kan { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>漢検ｶﾚﾝﾀﾞｰ</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "●平成13年度<BR>検定日程<BR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼<BR></CENTER>13年6月10日(日)実施<BR>5月10日(木)締切<BR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼<BR></CENTER>13年10月14日(日)実施<BR>9月13日(木)締切<BR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼<BR></CENTER>14年2月3日(日)実施<BR>12月29日(土)締切<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=ken_info.cgi?usr=$usr&m=1>1.検定ご案内</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=cal.cgi?usr=$usr&m=1>0.戻る</A>¥n"; 
} #end：cal_kan 
 
#===文検カレンダー[m=3]=== 
sub cal_bun { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>文検ｶﾚﾝﾀﾞｰ</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "●平成13年度<BR>検定日程<BR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼<BR></CENTER>13年6月10日(日)実施<BR>5月10日(木)締切<BR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼<BR></CENTER>13年10月14日(日)実施<BR>9月13日(木)締切<BR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼<BR></CENTER>14年2月3日(日)実施<BR>12月29日(土)締切<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=ken_info.cgi?usr=$usr&m=2>1.検定ご案内</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=cal.cgi?usr=$usr&m=1>0.戻る</A>¥n"; 
} #end：cal_bun 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
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&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#======================================= 
#   ＊現行版--今日の知識(chisiki.cgi) 
#======================================= 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番号（1～8） 
$my=$in{my}; #四字熟語番号（1～3） 
$mn=$in{mn}; #難読地名番号（1～3） 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &kyo_chishiki_top; #今日の知識トップページ 
}elsif($m==2){ 
  &kyo_chishiki;  #今日の知識 
}elsif($m==3){ 
  &yoji;    #四字熟語 
}elsif($m==4){  
  &nandoku;   #難読地名 
}elsif($m==5){ 
  &yoji_imi;   #四字熟語意味 
}elsif($m==6){ 
  &back_yoji;   #四字熟語バックナンバー 
}elsif($m==7){  
  &back_nandoku;  #難読地名バックナンバー 
}elsif($m==8){ 
  &kotae_nandoku;  #難読地名答え 
} 
 
#===今日の知識トップ[m=1]=== 
sub kyo_chishiki_top { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>今日の知識</center><hr>¥n"; 
  $data .= "「四字熟語」「難読地名」を紹介します。毎日見ることでそれぞれの知識が身につきます。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=2>1.今日の知識</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=3>2.四字熟語</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=4>3.難読地名</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.戻る</a>¥n"; 
} #end：kyo_chishiki_top 
 
#===今日の知識[m=2]=== 
sub kyo_chishiki { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>今日の四字熟語<hr>¥n"; 
  $data .= "<img src=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/bunmei.gif> 
</center><hr>¥n"; 
  $data .= "「文明開化」<Br>高木宏さん<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=5&my=0>1.言葉の意味</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=3>2.バックナンバー</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&&m=1>0.戻る</a>¥n"; 
}#end：kyo_chishiki 
 
#===四字熟語[m=3]=== 
sub yoji { 
  $data .= "<center><font color=green>現行版</font><br>バックナンバー</center><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=6&my=1>1.森林破壊</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=6&my=2>2.過剰包装</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=6&my=3>3.責任転嫁</a><hr>¥n"; 
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  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1>0.戻る</a>¥n"; 
}#end：yoji 
 
#===難読地名[m=4]=== 
sub nandoku { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>バックナンバー</center><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=7&mn=1>1.相去町</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=7&mn=2>2.蹴上</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=7&mn=3>3.留萌市</a><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1>0.戻る</a>¥n"; 
}#end：nandoku 
 
#===四字熟語意味[m=5]=== 
sub yoji_imi { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>今日の四字熟語</center><hr>¥n"; 
 
  if($my==0){ 
    $data .= "「文明開化」<br><br>『ぶんめいかいか』西欧文化を取り入れてきた明治初頭の時代風潮。世の
中が進歩して、文化が開けてくること。<hr>¥n"; 
  }elsif($my==1){ 
    $data .= "「森林破壊」<br><br>『しんりんはかい』木のたくさんはえている所や自然が壊されること｡また
は、自然をぶち壊すこと。<hr>¥n"; 
  }elsif($my==2){ 
    $data .= "「過剰包装」<br><br>『かじょうほうそう』あまるほど多くおおげさに、または無駄にやりすぎ
の包みがけをすること。厳重に包むこと。<hr>¥n"; 
  }elsif($my==3){ 
    $data .= "「責任転嫁」<br><br>『せきにんてんか』責任を他になすりつけること。「責任」は自分が引き
受けて果たすべき任務。「転嫁」は二度目の嫁入りの意から転じて、他に移すこと。…漢検四字熟語辞典より
<hr>¥n"; 
  } 
 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=3>1.バックナンバー</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1>2.今日の知識へ</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</a>¥n"; 
}#end：yoji_imi 
 
#===四字熟語バックナンバー[m=6]=== 
sub back_yoji { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>今日の四字熟語<hr>¥n"; 
 
  if($my==1){ 
    $data .= "<img src=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/shinrin.gif> 
</center><hr>¥n"; 
    $data .= "「森林破壊」<br>兵庫県&nbsp;&nbsp;松島一男さん<hr>¥n"; 
  }elsif($my==2){ 
    $data .= "<img src=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/kajo.gif> 
</center><hr>¥n"; 
    $data .= "「過剰包装」<br>鈴木秀治さん<hr>¥n"; 
  }elsif($my==3){ 
    $data .= "<img src=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/sekinin.gif> 
</center><hr>¥n"; 
    $data .= "「責任転嫁」<br>三重県&nbsp;&nbsp;谷口英彰さん<hr>¥n"; 
  } 
 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=5&my=$my>1.言葉の意味</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=3>2.バックナンバー</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1>0．戻る</a>¥n"; 
}#end：back_yoji 
 
#===難読地名バックナンバー[m=7]=== 
sub back_nandoku { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>今日の難読地名</center><hr>¥n"; 
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  $data .= "<center>¥n"; 
 
  if($mn==1){ 
    $data .= "相去町¥n"; 
  }elsif($mn==2){ 
    $data .= "蹴上¥n"; 
  }elsif($mn==3){ 
    $data .= "留萌市¥n"; 
  } 
 
  $data .= "</center><hr>答えはわかりましたか？<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=8&mn=$mn>1.正解</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=4>2.バックナンバー</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1>0．戻る</a>¥n"; 
}#end：back_nandoku 
 
#===難読地名答え[m=8]=== 
sub kotae_nandoku { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>今日の難読地名</center><hr>¥n"; 
 
  if($mn==1){ 
    $data .= "<center>「相去町」<br>＜あいさりちょう＞<br>岩手県北上市相去町</center><br><br>¥n"; 
    $data .= "年代は不明であるが、相去城主相澤安藝の守がこの地を統轄していたことより相去の地名が生じ
た。相去城は昔あったようだが、詳しいことはわからない。<br>【特産品】「わっか」とはアイヌ語できれいな
水の湧く所。「北上わっかビール」は澄んだ水と地元産の麦とホップで作られた自慢のビール。ブラウハウス北
上わっか園では作りたての味が味わえる。<hr>¥n"; 
  }elsif($mn==2){ 
    $data .= "<center>「蹴上」<br>＜けあげ＞<br>京都府京都市東山区蹴上</center><br><br>¥n"; 
    $data .= "源義経が関原与市の従者に湧水を蹴りかけられたことに由来するとも、つま先上がりの急な坂道
の意味に由来するともいわれている。<br>【食べどころ】京都でも文化の香りが一段と高いこのあたりは、京ら
しい落ち着いた食べどころが多い。京料理「美濃吉本店」、湯豆腐の老舗「奥舟」、手をけ弁当「六盛」、打ち
たてそば「阿国庵」など。長く愛されている名店ばかりだ。<hr>¥n"; 
  }elsif($mn==3){ 
    $data .= "<center>「留萌市」<br>＜るもいし＞<br>北海道留萌市</center><br><br>¥n"; 
    $data .= "河口の北側のアイヌが住んでいた地を「ルルモッペ」＝（緩やかな流れの河口）と呼び、明治２
年「留萌」と名付けた。呼び方は、当初は「ルルモエ」その後「ルモエ」、都会的に「ルモイ」と呼ばれるよう
になった。<br>【食べどころ】お寿司屋さんが多く、ウニ・ボタンエビ・ソイ・鮭トロ・八角など季節によって
ネタは変わるが、前浜ものの新鮮で珍しい北海の幸がいっぱい。グルメファンには錦町や開運町がおすすめのス
ポット。腕自慢の漁師のいる町には腕自慢の板前が集まるものだ。<hr>¥n"; 
  } 
 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=4>1.バックナンバー</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1>2.今日の知識へ</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0．メインメニュー</a>¥n"; 
}#end：kotae_nandoku 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#======================================== 
#   ＊現行版--漢字の世界とは(info.cgi) 
#======================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番号(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &info1;  #インフォ1 
}elsif($m==2){ 
  &info2;  #インフォ2 
} 
 
#===インフォ１[m=1]=== 
sub info1 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>漢字の世界とは</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "「漢字の世界」とは漢検の本格的な模試やゲームなど楽しみながら漢字の勉強ができるサービスです。
コーナーについてご説明します。<BR>¥n"; 
  $data .= "◆漢検模試<BR>漢検の２級から５級の模試が月２回受けられます。<BR>¥n"; 
  $data .= "◆マイ問題集<BR>模試が終わった後はマイ問題集として復習ができます。<BR>¥n"; 
  $data .= "◆マイ成績¥表¥<BR>あなたの今までの成績アドバイスやランキングが見れます。また¥能¥力に応じて
ポイントがもらえ、評価されます。<BR>¥n"; 
  $data .= "◆検定ご案内<BR>漢検を実際に¥申¥込¥できます。¥申¥込¥をして実力を試してみましょう。BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=info.cgi?usr=$usr&m=2>1.次へ</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A>¥n"; 
} #end：info1 
 
#===インフォ２[m=2]=== 
sub info2 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>漢字の世界とは</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "◆公募のご案内<BR>「今年を¥表¥す¥漢字」などの公募の案内や、漢検の機関紙『樫の木』の情報がご
覧になれます。<BR>¥n"; 
  $data .= "◆今日の知識<BR>毎日更新で「今日の四字熟語」か「今日の難読地名」をご覧になれます。<BR>¥n"; 
  $data .= "◆La漢･ﾊﾟｽﾞﾙｸｲｽﾞ<BR>雑誌『Ｌa漢』のコラム、漢字パズルとクイズが楽しめます。懸賞パズルもあり
豪華賞品が当たります。<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "初めての方は無料でお試しが出来ます。実際に楽しんでみて下さい。<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=otameshi.cgi?usr=$usr&m=1>1.無料体験</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=1>2.ﾏｲﾒﾆｭｰ登録</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=info.cgi?usr=$usr&m=1>3.前へ</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A>¥n"; 
} #end：info2 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#============================== 
#   ＊現行版--事務(jimu.cgi) 
#============================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
$data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>登録解除</center><hr>¥n"; 
$data .= "詳しくは、下記事務局までお問い合わせください。<BR><BR>¥n"; 
$data .= "<CENTER>財団法人<BR>日本漢字¥能¥力<BR>検定協会<BR></CENTER><HR>¥n"; 
$data .= "<CENTER>■ 京都事務局 ■<BR></CENTER>¥n"; 
$data .= "〒600-8585<BR>京都市下京区烏丸通松原下る五条烏丸町398<BR>¥n"; 
$data .= "<CENTER>TEL.075-352-8300<BR></CENTER><BR>¥n"; 
$data .= "<CENTER>■ 東京事務局 ■<BR></CENTER>¥n"; 
$data .= "〒103-0026<BR>東京都中央区日本橋兜町15-12<BR>¥n"; 
$data .= "<CENTER>TEL.03-3667-2181<BR></CENTER><HR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#========================================= 
#   現行版--マイメニュー解除(kaijo.cgi) 
#========================================= 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番号(1～3) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$p1=$in{p1}; #パスワード 
$salt=**; 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &kakunin; #マイメニュー解除の確認 
}elsif($m==2){ 
  &pass;  #パスワード入力 
}elsif($m==3){ 
  &kaijo_check; #解除（確認） 
} 
 
#===マイメニュー解除の確認[m=1]=== 
sub kakunin { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>マイメニュー解除</center><hr>¥n"; 
  $data .= "ﾏｲﾒﾆｭｰを解除いたします。解除にはﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが必要になります。解除しますか。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=kaijo.cgi?usr=$usr&m=2>1.解除する</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.戻る</a>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：kakunin 
 
#===パスワード入力[m=2]=== 
sub pass { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font></center><hr>¥n"; 
  $data .= "<form action=kaijo.cgi method=POST>¥n"; 
  $data .= "ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力<br>Input password<br><input type=password name=p1><br>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=m value=3>¥n"; 
  $data .= "<input type=submit name=submit value=決定><br>(OK)</form>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：pass 
 
#===解除（確認）[m=3]=== 
sub kaijo_check { 
#ユーザフォルダのパスワードファイル(password.txt)からデータを読み込み、 
#ユーザ名とパスワードが一致しているかを調べる。 
  $flg=0; 
  if($p1){ 
    chdir "usr"; 
    open (PASS, "password.txt"); 
    while(<PASS>){ 
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      chop; 
      @tmp=split(/,/); 
      if($usr eq $tmp[0]){ 
        if(crypt($p1,$tmp[1]) eq $tmp[1]){ 
          $flg=1; 
          last; 
        }else{ 
          $data .= "<form method=POST action=kaijo.cgi>¥n"; 
          $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
          $data .= "ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが間違っています。<br>¥n"; 
          $data .= "Passeord is<br>incorrect.<br>(Re-enter)<br>¥n"; 
          $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
          $data .= "<input type=hidden name=m value=2>¥n"; 
          $data .= "<input type=submit name=submit value=再入力></form>¥n"; 
        } 
      } 
    } 
    close PASS; 
 
#---ユーザ名とパスワードが一致した場合--- 
    if($flg==1){ 
      &kaijo; 
    } 
#---パスワードが入力されていない場合--- 
  }else{ 
    $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
    $data .= "ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが入力されていません。<br><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=kaijo.cgi?usr=$usr&m=2>戻る</a>¥n"; 
  } 
chdir "../"; 
 
#---パラメータ--- 
#  if($flg==0){ 
#    $flg_="間違い"; 
#  }elsif($flg==1){ 
#    $flg_="正しい"; 
#  } 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>パスワードが正しいか</font>：flg=$flg(<font size=-1>$flg_</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：kaijo_check 
 
#===解除=== 
sub kaijo { 
#---ユーザ名フォルダとその中のファイルを削除--- 
  chdir "$usr"; 
  unlink "career.txt"; 
  unlink "jaku.txt"; 
  unlink "point.txt"; 
  unlink "log.txt"; 
 
  $i=2; 
  while($i<6){ 
    unlink "$i-1test.txt"; 
    unlink "$i-2test.txt"; 
    unlink "$i-next.txt"; 
    unlink "$i-mymon.txt"; 
    unlink "mymon-$i.txt"; 
    $i++; 
  } 
  unlink "2jun-1test.txt"; 
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  unlink "2jun-2test.txt"; 
  unlink "2jun-next.txt"; 
  unlink "2jun-mymon.txt"; 
  unlink "mymon-2jun.txt"; 
 
  chdir "../"; 
  rmdir "$usr"; 
 
#---ユーザフォルダのパスワードファイル(password.txt)からユーザを削除--- 
  open(PIN,"password.txt"); 
  @lines_p = <PIN>; 
  close(PIN); 
  $top_p = shift(@lines_p); 
 
  $flag_p=0; 
  foreach (@lines_p) { 
    ($p_usr,$password) = split(/,/); 
    if ($flag_p==0 && $p_usr eq $usr) { 
      if ($p_usr eq "" or $password eq "") { 
        $flag_p=2; 
      }else{ 
        $flag_p=1; 
      } 
    }elsif($flag_p == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new_p,$_); 
    } 
  } 
 
  unshift(@new_p,$top_p); 
  open(POUT,">password.txt"); 
  print POUT @new_p; 
  close(POUT); 
 
#---ユーザフォルダのメールファイル(mail.txt)からユーザを削除--- 
  open(MIN,"mail.txt"); 
  @lines_m = <MIN>; 
  close(MIN); 
  $top_m = shift(@lines_m); 
 
  $flag_m=0; 
  foreach (@lines_m) { 
    ($m_usr,$mail) = split(/,/); 
    if ($flag_m==0 && $m_usr eq $usr){ 
      if ($m_usr eq "" or $mail eq "") { 
        $flag_m=2; 
      }else{ 
        $flag_m=1; 
      } 
    }elsif($flag_m == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new_m,$_); 
    } 
  } 
 
  unshift(@new_m,$top_m); 
  open(MOUT,">mail.txt"); 
  print MOUT @new_m; 
  close(MOUT); 
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#---ユーザフォルダのポイントファイル(point.txt)からユーザを削除--- 
  open(POIN,"point.txt"); 
  @lines_po = <POIN>; 
  close(POIN); 
  $top_po = shift(@lines_po); 
 
  $flag_po=0; 
  foreach (@lines_po) { 
    ($po_usr,$point) = split(/,/); 
    if ($flag_po==0 && $po_usr eq $usr){ 
      if ($po_usr eq "" or $point eq "") { 
        $flag_po=2; 
      }else{ 
        $flag_po=1; 
      } 
    }elsif($flag_po == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new_po,$_); 
    } 
  } 
 
  unshift(@new_po,$top_po); 
  open(POOUT,">point.txt"); 
  print POOUT @new_po; 
  close(POOUT); 
 
  chdir "../"; 
 
#---解除終了の表示--- 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>登録解除</center><hr>¥n"; 
  $data .= "ﾏｲﾒﾆｭｰ解除しました。<br><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semiAs/kai/top.html>漢字の世
界</a>¥n"; 
} #end：kaijo 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#====================================== 
#   ＊現行版--検定案内(ken_info.cgi) 
#====================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &kan_info; #漢検インフォ 
}elsif($m==2){ 
  &bun_info; #文検インフォ 
} 
 
#===漢検インフォ[m=1]=== 
sub kan_info{ 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>¥n"; 
  $data .= "検定のご案内<BR>文部科学省認定<BR>¥n"; 
  $data .= "<IMG SRC=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/kankenlogo.gif 
width=100 height=100><BR>¥n"; 
  $data .= "平成13年度<BR>第１回検定<BR>● 検定日 ●<BR>¥n"; 
  $data .= "平成13年<BR>6月10日(日)<BR>▼<BR>お¥申¥し込み方法<BR></CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "・iﾓｰﾄﾞで¥申¥込¥み<BR>・電話で¥申¥込¥み<BR>¥n"; 
  $data .= "・ﾛｰｿﾝで¥申¥込¥み<BR>・書店で¥申¥込¥み<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼▼<BR>¥申¥込¥み受付期間<BR></CENTER>¥n"; 
  $data .= "平成13年<BR>3月1日(木)～<BR>平成13年<BR>5月10日(木)<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>◇会場・受験級◇<BR></CENTER>¥n"; 
  $data .= "< 公開会場 ><BR>全国主要都市に<BR>設置<BR>2級<BR>準2級･8級<BR>1･3･5･7級<BR>準1･4･6級
<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>● 検定時間 ●<BR></CENTER>¥n"; 
  $data .= "> 2級（60分)<BR>10:00～11:00<BR>> 準2級（60分)<BR>11:50～12:50<BR>¥n"; 
  $data .= "> 8級(40分)<BR>11:50～12:30<BR>> 1･3･5･7級<BR>(60分)<BR>13:40～14:40<BR>¥n"; 
  $data .= "> 準1･4･6級<BR>(60分)<BR>15:30～16:30<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "お問い合わせ<BR><A HREF=jimu.cgi?usr=$usr>詳しくは事務局へ</A><BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A>¥n"; 
}#end：kan_info 
 
#===文検インフォ[m=2]=== 
sub bun_info { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>検定のご案内<BR>¥n"; 
  $data .= "<IMG SRC=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/bunkenlogo.gif 
width=96 height=48><BR>¥n"; 
  $data .= "平成13年度<BR>第１回検定<BR>● 検定日 ●<BR>¥n"; 
  $data .= "平成13年<BR>6月10日(日)<BR>▼<BR>お¥申¥し込み方法<BR></CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "・iﾓｰﾄﾞで¥申¥込¥み<BR>・電話で¥申¥込¥み<BR>¥n"; 
  $data .= "・ﾛｰｿﾝで¥申¥込¥み<BR>・書店で¥申¥込¥み<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>▼▼<BR>¥申¥込¥み受付期間<BR></CENTER>¥n"; 
  $data .= "平成13年<BR>3月1日(木)～<BR>平成13年<BR>5月10日(木)<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>◇会場・受験級◇<BR></CENTER>¥n"; 
  $data .= "< 公開会場 ><BR>全国主要都市に<BR>設置<BR>2級･準2級<BR>3級･4級<BR>5～7級<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>● 検定時間 ●<BR></CENTER>¥n"; 
  $data .= "> 2級･準2級･<BR>3級･4級(90分)<BR>15:00～16:30<BR>> 5～7級(60分)<BR>15:00～16:00<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "お問い合わせ<BR><A HREF=jimu.cgi?usr=$usr>詳しくは事務局へ</A><BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A>¥n"; 
}#end：bun_info 
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$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#htmlout:end 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#============================== 
#   ＊現行版--公募(kobo.cgi) 
#============================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番(1～3) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &kobo_annai; #公募案内 
}elsif($m==2){ 
  &kobo_kekka; #公募結果 
}elsif($m==3){ 
  &kobo_riyu; #公募理由 
} 
 
#===公募案内[m=1]=== 
sub kobo_annai{ 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font></center><br>¥n"; 
  $data .= "漢字の世界では、漢字や文字、日本語、文学などのまつわるイベントや作品公募の情報等を告知い
たします。<HR><br>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><IMG SRC=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/ 
kankenlogo.gif WIDTH=96 HEIGHT=96><BR></CENTER><br>¥n"; 
  $data .= "<CENTER>今年をあらわす漢字</CENTER>¥n"; 
  $data .= "現在、今年を¥表¥す漢字を募集しています。最もふさわしいと思われる漢字一字をその理由を添え
てご応募ください。<hr>¥n"; 
  $data .= "1.応募する<BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=kobo.cgi?usr=$usr&m=2>2.結果を見る</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=1>3.ﾏｲﾒﾆｭｰ登録</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.戻る</a>¥n"; 
}#end：kobo_annai 
 
#===公募結果[m=2]=== 
sub kobo_kekka{ 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>¥n"; 
  $data .= "今年をあらわす漢字<br>結果発¥表¥</center><HR>¥n"; 
  $data .= "全国公募で決定今年の世相漢字全国約２万３千人の応募集計結果<hr>¥n"; 
  $data .= "<center>金</center>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=kobo.cgi?usr=$usr&m=3>1.「金」の意味<br> 選考理由概要</a><br>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=kobo.cgi?usr=$usr&m=1>0.戻る</A>¥n"; 
}#end：kobo_kekka 
 
#===選考理由[m=3]=== 
sub kobo_riyu{ 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>★「金」の意味★</center><HR>¥n"; 
  $data .= "「金」<br>（キン，かね）<br><br>¥n"; 
  $data .= "形声文字。土とその中にある光ものとを示す、ハと音を¥表¥わ¥す今（キン）とから成る。土中に含
まれている鉱物の意。後に黄金をさすことになった。<hr>¥n"; 
  $data .= "<center>選考理由概要</center><br>¥n"; 
  $data .= "「金」を選んだ理由には、「金」の一文字を「キン」と読んだり「かね」と読んだりして、一喜一
憂した年だったという印象が、多くの出来事とともに挙げられています。<br>¥n"; 
  $data .= "【喜びの「金」】シドニーオリンピック、パラリンピックの金メダルに日本中が沸いた。 南北朝鮮
統一に向けて、金大中氏、金正日氏の首脳会談が初めて実現。<br>¥n"; 
  $data .= "【悲しい「金」】国民的アイドル「きんさん」がご逝去。公的資金の使い道に疑問を感じ、 相次ぐ
金融破綻と再編成、品質管理より金優先の大企業にため息ばかり。<br>¥n"; 
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  $data .= "【新しい「金」】新５００円硬貨、二千円札が登場。でも使いづらくて記念のタンス預金。イチロ
ー選手のビッグな契約金に驚き、金髪など金色ファッション流行。<br>¥n"; 
  $data .= "「金」の文字に２１世紀への夢や希望を託したいという意見も目立ちました。<hr>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=kobo.cgi?usr=$usr&m=1>0.戻る</A>¥n"; 
}#end：kobo_riyu 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout{ 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=============================== 
#   ＊現行版--La漢(lakan.cgi) 
#=============================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &lakan1; #La漢1 
}elsif($m==2){ 
  &lakan2; #La漢2 
} 
 
#===La漢１[m=1]=== 
sub lakan1 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>La漢３月号⑮<BR></CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "言葉の四方八方<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "カタカナ語が氾濫（はんらん）する。しかも新語が旧語に取って代わる。IT革命がもたらす困惑と
して、安易なカタカナ語への異議申し立てをしています。ここでは移り変わるカタカナ語を紹介します。
<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><FORM METHOD=post ACTION=lakan.cgi>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=usr VALUE=$usr>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=m VALUE=2>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=submit NAME=submit VALUE=次へ></FORM>¥n"; 
  $data .= "<FORM METHOD=post ACTION=top.cgi>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=usr VALUE=$usr>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=submit NAME=submit VALUE=メインメニュー></FORM></CENTER>¥n"; 
}#end：lakan1 
 
#===La漢２[m=2]=== 
sub lakan2 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>La漢３月号⑯<BR></CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "偏旁冠脚（へんぼうかんきゃく）<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "第８回 女部  ３月３日は桃の節句、女子の健やかな成長を願う華やかな「雛（ひな）祭り」で
す。今回は雛祭りににちなんで「女」にまつわる漢字の成り立ちを紹介します。<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><FORM METHOD=post ACTION=lakan.cgi>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=usr VALUE=$usr>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=m VALUE=1>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=submit NAME=submit VALUE=前へ></FORM>¥n"; 
  $data .= "<FORM METHOD=post ACTION=top.cgi>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=usr VALUE=$usr>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=submit NAME=submit VALUE=メインメニュー></FORM></CENTER>¥n"; 
}#end：lakan2 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
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&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=================================== 
#   ＊現行版--ログイン(login.cgi) 
#=================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$p1=$in{p1}; #パスワード 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &login;  #登録入力 
}elsif($m==2){ 
  &login_check; #登録チェック 
} 
 
#===登録入力[m=1]=== 
sub login { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>ログイン</center><hr>¥n"; 
  $data .= "<form action=login.cgi method=POST>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=m value=2><br>¥n"; 
  $data .= "ﾕｰｻﾞ名<br><input type=text name=usr istyle=3><br>¥n"; 
  $data .= "ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ<br><input type=password name=p1><br>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><input type=submit name=submit value=送信></center></form><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/kanji/system/top.html>0.
戻る</a>¥n"; 
} #end：login 
 
#===登録チェック[m=2]=== 
sub login_check { 
#ユーザフォルダのパスワードファイル(password.txt)からデータを読み込み、 
#ユーザ名とパスワードが間違っていないかを調べる。 
 
  chdir "usr"; 
  open(LOGIN,"password.txt"); 
  while(<LOGIN>){ 
    chomp; 
    @tmp=split(/,/); 
 
#---ユーザ名とパスワードが正しい場合--- 
    if($usr eq $tmp[0]){ 
      if(crypt($p1,$tmp[1]) eq $tmp[1]){ 
        $data .= "<form method=post action=top.cgi>¥n"; 
        $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>ログイン</center><hr>¥n"; 
        $data .= "ログインしました。<hr>¥n"; 
        $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
        $data .= "<center><input type=submit name=submit value=入場></center>¥n"; 
        last; 
#---パスワードが間違っている場合--- 
      }else{ 
        $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
        $data .= "ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが間違っています。<hr>¥n"; 
        $data .= "<a href=login.cgi?m=1>戻る</a>¥n"; 
        last; 
      } 
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#---ユーザ名が入力されていない場合--- 
    }elsif($usr eq ""){ 
      $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
      $data .= "ﾕｰｻﾞ名が入力されていません。<hr>¥n"; 
      $data .= "<a href=login.cgi?m=1>戻る</a>¥n"; 
      last; 
#---パスワードが入力されていない場合--- 
    }elsif($p1 eq ""){ 
      $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
      $data .= "ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞが入力されていません。<hr>¥n"; 
      $data .= "<a href=login.cgi?m=1>戻る</a>¥n"; 
      last; 
    } 
  } 
  close LOGIN; 
} #end：login_check 
 
#---パラメータ--- 
#$data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
chdir "../"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#================================================ 
#   現行版--メールからのメニュー(mailmenu.cgi) 
#================================================ 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
$data .= "<center><font color=red>現行版</font></center><HR>¥n"; 
$data .= "<a href=rank.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1>1.ﾗﾝｷﾝｸﾞを見る</a><br>¥n"; 
$data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0>2.正解を見る</a><br>¥n"; 
$data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>3.トップメニュー</a>¥n"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#===================================== 
#   ＊現行版--模試級選択(moshi.cgi) 
#===================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$p1=$in{p1}; #パスワード 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>¥n"; 
$data .= "漢検模試<BR>マイ問題集<BR></CENTER><HR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=moshi_info.cgi?usr=$usr>模試について</A><BR><HR>¥n"; 
 
#ユーザ名フォルダに続きファイル($l-next.txt)があるかを調べ、ファイルがないときは 
#模試へのリンク、ファイルがあり、模試を終了している場合はマイ問題集へのリンク、 
#模試を終了していない場合は模試の続きへのリンクを表示する。 
 
#---2級--- 
open(NE2, "2-next.txt") or $ex_2=0; 
close NE2; 
 
#---ユーザ名フォルダに続きファイル(2-next.txt)がある場合--- 
if($ex_2 ne 0){ 
  open(NEXT, "2-next.txt"); 
  &while; 
  close NEXT; 
 
#---模試が終了している場合--- 
  if($tmp[0]==51){ 
    $ex_2=1; 
#---模試が終了していない場合--- 
  }else{ 
    $ex_2=2; 
  } 
} 
 
#---リンクの表示--- 
if($ex_2==0){ 
  $data .= "<a href=test.cgi?l=2&co=1&st=0&bun=0&c0=0&c1=0&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&usr=$usr>2級
</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_2==1){ 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?l=2&usr=$usr&m=1>2級</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_2==2){ 
  $data .= "<a href=next.cgi?l=2&usr=$usr>2級</a><br>¥n"; 
} 
 
#以下2級と同様 
 
#---準2級--- 
open(NE2j, "2jun-next.txt") or $ex_2j=0; 
close NE2j; 
 
if($ex_2j ne 0){ 

現行版 moshi.cgi 1



  open(NEXT, "2jun-next.txt"); 
  &while; 
  close NEXT; 
 
  if($tmp[0]==51){ 
    $ex_2j=1; 
  }else{ 
    $ex_2j=2; 
  } 
} 
 
if($ex_2j==0){ 
  $data .= "<a href=test.cgi?l=2jun&co=1&st=0&bb=0&bun=0&c0=0&c1=0&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&usr=$usr>準2
級</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_2j==1){ 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?l=2jun&usr=$usr&m=1>準2級</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_2j==2){ 
  $data .= "<a href=next.cgi?l=2jun&usr=$usr>準2級</a><br>¥n"; 
} 
 
#---3級--- 
open(NE3, "3-next.txt") or $ex_3=0; 
close NE3; 
 
if($ex_3 ne 0){ 
  open(NEXT, "3-next.txt"); 
  &while; 
  close NEXT; 
 
  if($tmp[0]==51){ 
    $ex_3=1; 
  }else{ 
    $ex_3=2; 
  } 
} 
 
if($ex_3==0){ 
  $data .= "<a href=test.cgi?l=3&co=1&st=0&bb=0&bun=0&c0=0&c1=0&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&usr=$usr>3級
</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_3==1){ 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?l=3&usr=$usr&m=1>3級</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_3==2){ 
  $data .= "<a href=next.cgi?l=3&usr=$usr>3級</a><br>¥n"; 
} 
 
#---4級--- 
open(NE4, "4-next.txt") or $ex_4=0; 
close NE4; 
 
if($ex_4 ne 0){ 
  open(NEXT, "4-next.txt"); 
  &while; 
  close NEXT; 
 
  if($tmp[0]==51){ 
    $ex_4=1; 
  }else{ 
    $ex_4=2; 
  } 
} 
 
if($ex_4==0){ 
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  $data .= "<a href=test.cgi?l=4&co=1&st=0&bb=0&bun=0&c0=0&c1=0&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&usr=$usr>4級
</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_4==1){ 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?l=4&usr=$usr&m=1>4級</a><br>¥n"; 
}elsif($ex_4==2){ 
  $data .= "<a href=next.cgi?l=4&usr=$usr>4級</a><br>¥n"; 
} 
 
#---5級--- 
open(NE5, "5-next.txt") or $ex_5=0; 
close NE5; 
 
if($ex_5 ne 0){ 
  open(NEXT, "5-next.txt"); 
  &while; 
  close NEXT; 
 
  if($tmp[0]==51){ 
    $ex_5=1; 
  }else{ 
    $ex_5=2; 
  } 
} 
 
if($ex_5==0){ 
  $data .= "<a href=test.cgi?l=5&co=1&st=0&bb=0&bun=0&c0=0&c1=0&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&usr=$usr>5級
</a>¥n"; 
}elsif($ex_5==1){ 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?l=5&usr=$usr&m=1>5級</a>¥n"; 
}elsif($ex_5==2){ 
  $data .= "<a href=next.cgi?l=5&usr=$usr>5級</a>¥n"; 
} 
 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
$data .= "<hr><A HREF=rank.cgi?usr=$usr&m=0>模試ランキング</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=rireki.cgi?usr=$usr&ba=3>これまでの履歴</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A><BR>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#$data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>0模試、1マイ問題集、2模試続き</font><br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>2級</font>：ex_2=$ex_2<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>準2級</font>：ex_2j=$ex_2j<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>3級</font>：ex_3=$ex_3<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>4級</font>：ex_4=$ex_4<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>5級</font>：ex_5=$ex_5<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
#===文字格納処理=== 
sub while { 
  while(<NEXT>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $co=$tmp[0]; 
    $c=$tmp[1]; 
    $c1=$tmp[2]; 
    $c2=$tmp[3]; 
    $c3=$tmp[4]; 
    $c4=$tmp[5]; 
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    $c5=$tmp[6]; 
  } 
}#end:while 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end:htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit;exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#============================================ 
#   ＊現行版--模試について(moshi_info.cgi) 
#============================================ 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>模試について<BR></CENTER><HR>¥n"; 
$data .= "漢字検定の模試が月２回受けられます(１日と１６日）。模試後はマイ問題集として何回でも 復習で
きます。模試・マイ問題集共に途中で止めても引き続き問題を受ける事が出来ます。受けるのには登録が必要で
す。<BR><HR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=otameshi.cgi?usr=$usr&m=1>・無料体験する</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=1>・ﾏｲﾒﾆｭｰ登録</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#======================================== 
#   ＊現行版--マイメニュー(mymenu.cgi) 
#======================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1～3) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &mymenu1; #マイメニュー1 
}elsif($m==2){ 
  &mymenu2; #マイメニュー2 
}elsif($m==3){ 
  &mymenu3; #マイメニュー3 
} 
 
#===マイメニュー１[m=1]=== 
sub mymenu1 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>利用登録<BR></CENTER><HR>「漢字の世界」は、月額
100円の有料コンテンツです。利用規約を必ず、お読みください。(必須)<BR><CENTER><A HREF=toroku.cgi?usr= 
$usr&m=1>同意</A><BR></CENTER><HR><CENTER>承諾事項(1/3)<BR></CENTER><CENTER>▼<BR></CENTER>「漢字の世
界」(以下、本サービスといいます)は、株式会社ザッパラス（以下、当社といいます）が、財団法人日本漢字¥能
¥力検定協会の公認でiモード情報ｻｰﾋﾞｽを提供するサービスです。本サービスのご利用にあたり、お客様はﾄﾞｺﾓ
との「ﾄﾞｺﾓ電話サービス契約」の他、iモード対応機種を通じて当社との「iモード 情報ｻｰﾋﾞｽ契約」の締結の必
要があります。本サービスのご利用にあたっては、本規約にご了承いただいた上、遵守事項をお守りご利用願い
ます。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>本サービスに関する編集著作権を含む一切の権利は当社または著作権を有す
る第三者に帰属します。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>本サービスの内容を無断で転載、複写または転送すること
を禁止します。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>お客様はﾄﾞｺﾓの定めた「パケット通信ｻｰﾋﾞｽ約款」に基づきﾄﾞｺﾓが
当社に代わって情報料を回収することを承諾していただきます。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>ﾄﾞｺﾓの定める情報
料の支払期限を過ぎても情報料をお支払いいただけない場合、ﾄﾞｺﾓが当社にお客様の氏名･未払い情報料等を通知
することを承諾していただきます。<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=2>1.次へ</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>メインメニュー</A>¥n"; 
}#end：mymenu1 
 
#===マイメニュー２[m=2]=== 
sub mymenu2 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>承諾事項(2/3)<BR></CENTER><CENTER>▼<BR> 
</CENTER>当社がﾄﾞｺﾓに情報料の回収代行を委託した場合でも、情報料に係わる争いについては、お客様と当社と
の間で解決し、お客様はﾄﾞｺﾓに対して何らの請求または苦情の¥申¥し立てを行わないものとします。<BR> 
<CENTER>▼<BR></CENTER>本サービスの提供中のコンテンツ内容及び情報料等に関して発生した紛争については、
お客様と当社の間で解決し、お客様はﾄﾞｺﾓに対して請求または苦情の¥申¥し立てを一切行わないものとします。
お客様は当社に対して一ヶ月毎に税別100円の情報料をお支払いいただきます。なお、情報料の支払い義務は、ｉ
モード情報サービスを利用できない状態が生じた場合も含め、いかなる場合であっても免れません。<BR> 
<CENTER>▼<BR></CENTER>情報料はお¥申¥し込みのあった日から計算され、有効期間内に¥申¥込¥み解除が行われ
た場合であっても、日割り計算による減額は行いません。情報料の請求については、当社から情報料債権を譲り
受け、当社にかわってﾄﾞｺﾓが毎月の電話料金と併せて請求することを承諾していただきます。<BR><CENTER>▼<BR> 
</CENTER>お客様がﾄﾞｺﾓ電話サービス契約の解除又は電話番号変更を行った場合、自動的にｉモード情報提供契約
の解除となります。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>お客様が、本サービスに関して、損害を被ることがあっても、
当社およびﾄﾞｺﾓは賠償の責任を一切負いません。お客様が、本規約に反する行為、またはお客様が情報料をお支
払いにならない場合はお客様に通告することなく、本サービスへの利用を停止することがあります。<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=3>1.次へ</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=1>2.前へ</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A>¥n"; 
}#end：mymenu2 
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#===マイメニュー３[m=3]=== 
sub mymenu3 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>承諾事項(3/3)<BR></CENTER><CENTER>▼<BR> 
</CENTER>お客様は、iモード情報サービス契約を解除しようとするときは、ｉモード端末を通じて解除の¥申¥し
出を行う必要があります。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>お客様以外の者からiモード端末を通じてｉモード情報
サービス契約の解除の¥申¥し出があった場合でも、お客さまからiモード情報サービス契約の解除の¥申¥し出があ
ったものとみなします。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>お客様が情報料の支払いを怠った場合、iモード情報サー
ビス契約に違反した場合、その他iモード情報サービス提供者所定の事由の生じた場合、iモード情報サービス提
供者は、iモード情報サービス契約を解除することがあります。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>当社はお客様への
通告なしに、本規約の追加、変更、削除およびサービス自体の変更、終了をすることがあります。そのことによ
りお客様が被害を被っても、当社は一切の責任を負わないものとします。<BR><CENTER>▼<BR></CENTER>お客様と
当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。<BR><HR>以上の利用承諾事項ご了承いただけましたら同意ボタンを押してくださ
い。<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><A HREF=toroku.cgi?usr=$usr&m=1>同意</A><BR></CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=2>1.前へ</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A>¥n"; 
}#end：mymenu3 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#htmlout:end 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=================================== 
#   現行版--マイ問題集(mymon.cgi) 
#=================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1～3) 
$q_a=$in{q_a}; #マイ問題集の表示画面(1～3) 
$a_=$in{a_}; #選択肢1 
$b_=$in{b_}; #選択肢2 
$c_=$in{c_}; #選択肢3 
$d_=$in{d_}; #選択肢4 
$q=$in{q}; #問題 
$cor=$in{cor}; #正解数 
$st=$in{st}; #進行状況(0:最初,1:29問目まで,2:最後) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
$ju=$in{ju}; #問題を戻っているか判断する番号(1～51) 
$ans=$in{ans}; #解答 
$c_a=$in{c_a}; #正解 
$co=$in{co}; #問題番号 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &top;  #マイ問題集トップページ 
}elsif($m==2){ 
  &mymon;  #マイ問題集 
}elsif($m==3){ 
  &what_mymon; #マイ問題集とは？ 
} 
 
#===マイ問題集トップ[m=1]=== 
sub top { 
  &ln; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#---表示リンクの設定--- 
#ユーザ名フォルダに選択した級のマイ問題集ファイル($l-mymon.txt)があるかを調べる。 
#ファイルが存在し、30問終了していない場合($ex_file=2)は問題集が途中になっていることを表示するページへ
のリンクが貼られ、ファイルが存在しない場合($ex_file=0)、30問終了している場合($ex_file=1)は 
#問題が表示されるページへのリンクが貼られる。 
 
  open(M, "$l-mymon.txt") or $ex_file=0; 
  close M; 
 
#---マイ問題集がある場合--- 
  if($ex_file ne 0){ 
    open(MY, "$l-mymon.txt"); 
    while(<MY>){ 
      chop; 
      @tmp=split(/,/); 
    } 
    close MY; 
 
#---30問終了している場合--- 
    if($tmp[0]==30){ 
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      $ex_file=1; 
#---30問終了していない場合--- 
    }else{ 
      $ex_file=2; 
    } 
  } 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>$ln級模試問題集</CENTER><HR>¥n"; 
 
#----30問終了していない場合--- 
  if($ex_file==2){ 
    $data .= "<a href=mymon.cgi?m=2&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0&q_a=3>1.マイ問題集</a><br>¥n"; 
  }else{ 
    $data .= "<a href=mymon.cgi?m=2&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0&q_a=1&cor=0&ju=0>1.マイ問題集
</a><br>¥n"; 
  } 
 
  $data .= "<a href=rireki.cgi?&usr=$usr&ba=1&l=$l>2.模試結果確認</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0>3.模試解答</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&usr=$usr&l=$l>4.マイ問題集とは</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</a>¥n"; 
 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
} #end：top 
 
#===マイ問題集[m=2]=== 
sub mymon { 
  if($q_a==1){ 
    &mon; #問題表示 
  }elsif($q_a==2){ 
    &kotae; #答え表示 
  }elsif($q_a==3){ 
    &tochu; #途中であることを表示 
  } 
} #end：mymon 
 
#===問題[q_a=1]=== 
sub mondai { 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#---問題数の設定--- 
#ユーザ名フォルダにある弱点ファイル(jakutxt)からデータを読み込み、問題数を設定する。 
#---弱点の取得--- 
  open(JAKU, "jaku.txt"); 
  while(<JAKU>){ 
    chomp; 
    @jaku=split(/,/); 
  } 
  close JAKU; 
 
#---弱点が読み問題の場合--- 
  if($jaku[0]==1){  
    $d1=10; 
    $d2=15; 
    $d3=18; 
    $d4=20; 
    $d5=25; 
#---弱点が書き問題の場合--- 
  }elsif($jaku[0]==2){ 
    $d1=5; 
    $d2=15; 
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    $d3=18; 
    $d4=20; 
    $d5=25; 
#---弱点が対義語類義語の場合--- 
  }elsif($jaku[0]==3){ 
    $d1=5; 
    $d2=10; 
    $d3=15; 
    $d4=20; 
    $d5=25; 
#---弱点が四字熟語の場合--- 
  }elsif($jaku[0]==4){ 
    $d1=5; 
    $d2=10; 
    $d3=13; 
    $d4=15; 
    $d5=25; 
#---弱点が知識問題の場合--- 
  }elsif($jaku[0]==5){ 
    $d1=5; 
    $d2=10; 
    $d3=13; 
    $d4=15; 
    $d5=20; 
  } 
 
#---模擬試験--- 
#---問題が30問終了した場合--- 
  if($st==2){ 
    &point; 
    &last; 
    unlink "$l-mymon.txt"; 
    unlink "mymon-$l.txt"; 
  } 
 
#---問題が途中の場合--- 
  if($st!=2){ 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
    chdir "$l"; 
  } 
 
#---読み問題--- 
  if($co<=$d1){ 
    $txt="1-yomi.txt"; 
    $num=29; 
    $st=1; 
    &open; 
    &check; 
    &toi; 
    &question; 
#---書き問題--- 
  }elsif($co>$d1 and $co<=$d2){ 
    $txt="2-kaki.txt"; 
    $num=29; 
    $st=1; 
    &open; 
    &check; 
    &toi; 
    &question; 
#---対義語--- 
  }elsif($co>$d2 and $co<=$d3){ 
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    $txt="3-tai.txt"; 
    $num=12; 
    $st=1; 
    &open; 
    &check; 
    &toi; 
    &question; 
#---類義語--- 
  }elsif($co>$d3 and $co<=$d4){ 
    $txt="3-rui.txt"; 
    $num=13; 
    $st=1; 
    &open; 
    &check; 
    &toi; 
    &question; 
#---四字熟語--- 
  }elsif($co>$d4 and $co<=$d5){ 
    $txt="4-yoji.txt"; 
    $num=27; 
    $st=1; 
    &open; 
    &check; 
    &toi; 
    &question; 
#---知識問題--- 
  }elsif($co>$d5 and $co<30){ 
    $txt="5-chishiki.txt"; 
    $num=30; 
    $st=1; 
    &open; 
    &check; 
    &toi; 
    &question; 
#---最終問題--- 
  }elsif($co==30){ 
    $txt="5-chishiki.txt"; 
    $num=30; 
    $st=2; 
    &open; 
    &check; 
    &toi; 
    &question; 
  } 
} #end：mondai 
 
#===問題の設定=== 
sub open { 
#問題ベースにある各分野のファイルから問題をランダムに取得する。 
  open(Q,$txt); 
  @q=<Q>; 
  close(Q); 
 
  foreach(@q) { 
    ($id[$r],$question[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r],$bunya2[$r]) = 
split(/<>/); 
   $r++; 
  } 
  $r=int(rand($num)); 
} #end：open 
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#===問題重複チェック=== 
sub check { 
#設定した問題が前回出題されていないかを調べる。 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
  
  open(CHECK,"mymon-$l.txt"); 
  while(<CHECK>){ 
  chomp; 
  @tmp=split(/,/); 
 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==$num) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"mymon-$l.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      } else { 
       $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"mymon-$l.txt"); 
      } 
    } 
  }   
  close CHECK; 
} #end：check 
 
#===問の設定=== 
sub toi { 
  if($bunya2[$r]==11) { 
    $toi="次の漢字の読みを答えなさい"; 
    $bunya1="読み"; 
    $bunya2="読み"; 
  } elsif($bunya2[$r]==21) { 
    $toi="次の文のカタカナに当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="書き"; 
    $bunya2="書き"; 
  } elsif($bunya2[$r]==31) { 
    $toi="次の漢字の対義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="対義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==32) { 
    $toi="次の漢字の類義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="類義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==41) { 
    $toi="次の□の部分に漢字を埋めて四字熟語を完成させなさい"; 
    $bunya1="四字熟語"; 
    $bunya2="四字熟語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==51) { 
    $toi="正しい熟語の読みの組み合わせを選びなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="音訓"; 
  } elsif($bunya2[$r]==52) { 
    $toi="次の漢字の部首を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="部首"; 
  } elsif($bunya2[$r]==53) { 
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    $toi="次の漢字の画数を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="画数"; 
  } elsif($bunya2[$r]==54) { 
    $toi="次の文の中で間違って使用されている漢字があります。答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="誤字訂正"; 
  } elsif($bunya2[$r]==55) { 
    $toi="次の□に当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="同音"; 
  } elsif($bunya2[$r]==56) { 
    $toi="次の漢字の意味を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="語彙"; 
  } 
} #end：toi 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
} #end：ln 
 
#===問題表示=== 
sub question { 
  $c_a=$correct_ans[$r]; #正解 
  $q=$question[$r]; #問題 
  $a_=$a[$r];  #選択肢1 
  $b_=$b[$r];  #選択肢2 
  $c_=$c[$r];  #選択肢3 
  $d_=$d[$r];  #選択肢4 
  &ln; 
  &open_mymon; 
 
#---戻った場合--- 
  if($ju_>$ju){ 
    &back_ng; 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
 
#---問題表示--- 
  }else{ 
    $data .= "<form><action=mymon.cgi method=POST>¥n"; 
    $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
    $data .= "＜$bunya1＞<br>$bunya2問題<br>$toi<hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$question[$r]<br>¥n"; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d[$r] eq "＊") { 
      $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
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      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br><hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
      $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<br>4.$d[$r]<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br>¥n"; 
      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=4><br><hr>¥n"; 
    } 
 
#---ユーザのフォルダにある重複チェック用ファイルに問題IDを書き込む--- 
    open(PASS, ">>mymon-$l.txt"); 
    print PASS "$id[$r]¥n"; 
    close PASS; 
    $ju++; 
 
#---ユーザのフォルダにあるマイ問題集ファイルに問題番号、正解数、を書き込む--- 
    open(ON, ">$l-mymon.txt"); 
    print ON "$co,$cor,$ju¥n"; 
    close ON; 
 
    $data .= "<input type=hidden name=a_ value=$a_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=b_ value=$b_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_ value=$c_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=d_ value=$d_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=q value=$q>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=l value=$l>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=cor value=$cor>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=co value=$co>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=ju value=$ju>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_a value=$c_a>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=ans value=$ans>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=st value=$st>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=m value=2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=q_a value=2>¥n"; 
    $data .= "<center><input type=submit value=次へ></center></form>¥n"; 
 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
  } 
} #end：question 
 
#===mymonオープン=== 
sub open_mymon { 
  open(MON, "$l-mymon.txt"); 
  while(<MON>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $co_=$tmp[0]; #問題番号 
    $cor_=$tmp[1]; #正解数 
    $ju_=$tmp[2]; #問題を戻っているか判断する番号 
  } 
  close MON; 
} #end：open_mymon 
 
#===戻ったときの表示=== 
sub back_ng { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>マイ問題集</center><hr>¥n"; 
  $data .= "一度戻って同じ問題を解答できません。最初からマイ問題集を行ってください。解答は全て無効に
なります。<hr>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymon.cgi?usr=$usr&m=1&l=$l>0.戻る</A>¥n"; 
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  unlink "$l-mymon.txt"; 
} #end：back_ng 
 
#===模試終了後の表示=== 
sub last { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>マイ問題集</center><hr>¥n"; 
  $data .= "お疲れ様でした。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</a>¥n"; 
} #end：last 
 
#===ポイント書き込み=== 
sub point { 
  if($cor>19){ 
    $point=5; 
  }elsif($cor<20){ 
    $point=2; 
  } 
  open(PASS, ">>point.txt"); 
  print PASS "$point¥n"; 
  close PASS; 
} #end：point 
 
#===答え[q_a=2]=== 
sub kotae { 
  &ln; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
  &open_mymon; 
 
#---問題を戻った場合--- 
  if($ju_>$ju){ 
    &back_ng; 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
#---表示する答えの設定--- 
  }else{ 
    if($c_a==1){ 
      $kotae=$a_; 
    }elsif($c_a==2){ 
      $kotae=$b_; 
    }elsif($c_a==3){ 
      $kotae=$c_; 
    }elsif($c_a==4){ 
      $kotae=$d_; 
    } 
 
#---正解の場合、$corに1を追加--- 
    if($ans eq $c_a){ 
      $cor++; 
    } 
    $ju++; 
 
#---ユーザ名フォルダにあるマイ問題集ファイルに問題番号、正解数を書き込む--- 
    open(MYM, ">$l-mymon.txt"); 
    print MYM "$co,$cor,$h¥n"; 
    close MYM; 
 
#---答えの表示--- 
    $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
  $data .= "$co問<br>$q<br>¥n"; 

    $co++; 
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#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d_ eq "＊") { 
      $data .= "1.$a_<br>2.$b_<br>3.$c_<hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
      $data .= "1.$a_<br>2.$b_<br>3.$c_<br>4.$d_<hr>¥n"; 
    } 
    $data .= "正解<br>$c_a.$kotae<hr>¥n"; 
 
#---最終問題の場合「終了」を表示--- 
    if($co==31){ 
      $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=2&q_a=1&l=$l&co=$co&st=$st&cor=$cor>1.終了</a>¥n"; 
    }else{ 
      $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=2&q_a=1&l=$l&co=$co&st=$st&cor=$cor&ju=$ju>1.次の問題
</a><br>¥n"; 
      $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
    } 
    chdir "../"; 
  chdir "../"; 

  } 
} #end：kotae 
 
#===マイ問題集が途中からのとき[mm=3]=== 
sub tochu{ 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#問題番号を設定し、リンクを表示する。 
#---問題番号の設定--- 
  open(MYMO, "$l-mymon.txt"); 
  while(<MYMO>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $co=$tmp[0]; #問題番号 
    $cor=$tmp[1]; #正解数 
    $ju=$tmp[2]; #問題を戻っているか判断する番号 
  } 
  close MYMO; 
  $co=$co+1; 
 
#---リンクの表示--- 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>模試問題</center><hr>¥n"; 
  $data .= "模試の途中で終わっています。再度続きから始めてください。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?l=$l&co=$co&st=0&cor=$cor&usr=$usr&m=2&q_a=1&ju=$ju>1.続きを行う
</a><br>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
} #end：tochu 
 
#===マイ問題集とは[m=3]=== 
sub what_mymon { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>マイ問題集とは</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "模試の結果よりあなた用の問題を作成しました。間違えた問題、苦手ジャンルの問題が多くなって
いますので、繰り返し学習しましょう。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=1&usr=$usr&l=$l>0.戻る</a>¥n"; 
} #end：what_mymon 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
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#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#========================================= 
#   ＊現行版--マイ成績表(myseiseki.cgi) 
#========================================= 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &myseiseki; #マイ成績表トップページ 
}elsif($m==2){ 
  &how_to; #マイ成績表の利用法 
} 
 
#===マイ成績表トップページ[m=1]=== 
sub myseiseki { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>マイ成績¥表¥</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<a href=point.cgi?usr=$usr&m=1>１¥能¥力ポイント</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rireki.cgi?usr=$usr&ba=2>２これまでの履歴</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=advice.cgi?usr=$usr&ba=2>３アドバイス</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=myseiseki.cgi?usr=$usr&m=2>４ﾏｲ成績表¥利¥用法</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>０戻る</a>¥n"; 
}#end：myseiseki 
 
#===マイ成績表利用法[m=2]=== 
sub how_to { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>利用法</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<form method=post action=myseiseki.cgi>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=m value=1>¥n"; 
  $data .= "マイ成績¥表¥ではあなたの「漢字の世界」での成績を総合的に判断し、これからの勉強法をアドバ
イスします。<hr><br>¥n"; 
  $data .= "¥能¥力ポイントは、以下の内容で増減します。<br>¥n"; 
  $data .= "・模試の成績<br>・パスルの解答<br>・継続性<br>（マイ問題集での復習の度合い）<br>¥n"; 
  $data .= "<center><input type=submit name=submit value=戻る></center></form>¥n"; 
}#end：how_to 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#==================================== 
#   ＊現行版--模試級選択(next.cgi) 
#==================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .=  "<html><body>¥n"; 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
#ユーザ名フォルダにある選択級の続きファイル($l-next.txt)からデータを読み込み、問題番号等を設定する。 
 
open(NEXT, "$l-next.txt"); 
while(<NEXT>){ 
  chop; 
  @tmp=split(/,/); 
  $co=$tmp[0]; #問題番号 
  $c0=$tmp[1]; #合計正解数 
  $c1=$tmp[2]; #読み正解数 
  $c2=$tmp[3]; #書き正解数 
  $c3=$tmp[4]; #対義語類義語正解数 
  $c4=$tmp[5]; #四字熟語正解数 
  $c5=$tmp[6]; #知識正解数 
} 
 
close NEXT; 
 
$r=$co-1; 
 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>模試問題</center><hr>¥n"; 
$data .= "模試の途中で終わっています。再度続きから始めてください。<hr>¥n"; 
$data .= "<a 
href=test.cgi?l=$l&co=$co&st=0&bun=0&c0=$c0&c1=$c1&c2=$c2&c3=$c3&c4=$c4&c5=$c5&r=$r&usr=$usr&half=0>
1.続きを行う</a><br>¥n"; 
$data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmout 
 
&htmlout; 
 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#====================================== 
#   ＊現行版--お知らせ(oshirase.cgi) 
#====================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>お知らせ</CENTER><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=cal.cgi?usr=$usr&m=1>1.検定ｶﾚﾝﾀﾞｰ</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=ken_info.cgi?usr=$usr&m=1>2.検定のご案内</A><BR><HR>¥n"; 
$data .= "<CENTER><IMG 
SRC=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/La-kanlogo.gif WIDTH=96 
HEIGHT=65></CENTER>¥n"; 
$data .= "4月号より<BR>読んでためになるおもしろ情報がいっぱい。この一冊で漢字の魅力を満喫！！
<BR><HR>¥n"; 
$data .= "<CENTER>内容は<A HREF=lakan.cgi?usr=$usr&m=1>こちら</A><BR></CENTER><HR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#====================================== 
#   ＊現行版--おためし(otameshi.cgi) 
#====================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &otameshi1; #おためし1 
}elsif($m==2){ 
  &otameshi2; #おためし2 
} 
 
#===おためし１[m=1]=== 
sub otameshi1 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>無料体験<BR></CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "「漢字の世界」にようこそ。初めての方は無料体験が出来ます。実際に楽しんでみて下さい。次回
からは有料登録が必要になります(月額100円)。無料体験が必要ない方は直接ﾏｲﾒﾆｭｰ登録にお進み下さい。尚、無
料体験の解除は出来ませんのでご了承ください。また、各コーナーに１回のみの入場となります。いかなる場合
においても、再入場が出来ませんので、その旨を承諾していただきます。よろしければお進み下さい。<BR><HR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=otameshi.cgi?usr=$usr&m=2>1.無料体験する</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=1>2.ﾏｲﾒﾆｭｰ登録</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=info.cgi?usr=$usr&m=1>3.漢字の世界とは</A><BR>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</A>¥n"; 
}#end：otameshi1 
 
#===おためし２[m=2]=== 
sub otameshi2 { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>自分情報<BR></CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<FORM METHOD=POST ACTION=otameshi.cgi>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=usr VALUE=$usr>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=hidden NAME=m VALUE=2>¥n"; 
  $data .= "氏名<BR><INPUT TYPE=TEXT NAME=NAME ISTYLE=1><BR>¥n"; 
  $data .= "半角カタカナは使用しないで下さい。<BR>¥n"; 
  $data .= "ニックネーム<BR><INPUT TYPE=TEXT NAME=NICK ISTYLE=1><BR>¥n"; 
  $data .= "生年月日<BR>¥n"; 
  $data .= "<SELECT NAME=NENGO>¥n"; 
  $data .= "<OPTION VALUE=1>明治¥n"; 
  $data .= "<OPTION VALUE=2>大正¥n"; 
  $data .= "<OPTION VALUE=3 selected>昭和¥n"; 
  $data .= "<OPTION VALUE=4>平成¥n"; 
  $data .= "</SELECT>¥n"; 
  $data .= "<BR>¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=TEXT NAME=year SIZE=2 MAXLENGTH=2 ISTYLE=4>年¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=TEXT NAME=month SIZE=2 MAXLENGTH=2 ISTYLE=4>月¥n"; 
  $data .= "<INPUT TYPE=TEXT NAME=day SIZE=2 MAXLENGTH=2 ISTYLE=4>日<BR>¥n"; 
  $data .= "性別<SELECT NAME=SEX>¥n"; 
  $data .= "<OPTION VALUE=1 selected>男性¥n"; 
  $data .= "<OPTION VALUE=2>女性¥n"; 
  $data .= "</SELECT>¥n"; 
  $data .= "<BR>¥n"; 
  $data .= "電話番号<BR><INPUT TYPE=TEXT NAME=TEL ISTYLE=4><BR>¥n"; 
  $data .= "メールアドレス<BR><INPUT TYPE=TEXT NAME=MAIL ISTYLE=3><BR>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><INPUT TYPE=SUBMIT NAME=SUBMIT VALUE=送信></CENTER></FORM><HR>¥n"; 
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  $data .= "<A HREF=otameshi.cgi?usr=$usr&m=1>0.戻る</A>¥n"; 
}#end：otameshi2 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=================================== 
#   ＊現行版--ポイント(point.cgi) 
#=================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &mypoint; #能力ポイント 
}elsif($m==2){ 
  &pointrank; #能力ポイントランキング 
} 
 
#===能力ポイント[m=1]=== 
sub mypoint { 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#ユーザ名フォルダにあるポイントファイル(point.txt) からデータを読み込み、ポイントの有無を調べる。 
  $ex_file=1; 
  open(P, "point.txt") or $ex_file=0; 
  @po=<P>; 
  close P; 
 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>¥能¥力ポイント</CENTER><HR>¥n"; 
 
#---ポイントがない場合--- 
  if($ex_file==0){ 
    $data .= "ポイントはありません。<br><hr>¥n"; 
 
#---ポイントがある場合--- 
#ポイントファイルからデータを読み込む。 
  }elsif($ex_file==1){ 
    $g=0; 
    foreach(@po) { 
      ($point[$g]) = split(/,/); 
      $g++; 
    } 
 
#---合計のポイントを設定--- 
    for($i=0; $i<$g; $i++){ 
      $t_p += $point[$i]; 
    } 
#---前回のポイントを設定--- 
    for($i=0; $i<($g-1); $i++){ 
      $z_p += $point[$i]; 
    } 
#---前回からアップしたポイントを設定--- 
    $up = $t_p - $z_p; 
 
    if($t_p >= $z_p){ 
      $u_d="アップ"; 
    }elsif($t_p < $z_p){ 
      $u_d="ダウン"; 
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    } 
    $data .= "現在の¥能¥力ポイントは、<u>$t_p</u>Pです。前回より<u>$up</u>P<u>$u_d</u>しました。<hr>¥n"; 
  } 
 
    $data .= "<a href=point.cgi?m=2&usr=$usr>1.¥能¥力ﾎﾟｲﾝﾄﾗﾝｷﾝｸﾞ</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=advice.cgi?usr=$usr&ba=1>2.ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=myseiseki.cgi?usr=$usr&m=1>3.戻る</a><br>¥n"; 
 
  chdir "../"; 
 
#ユーザフォルダのポイントファイル(point.txt)にユーザ名があるかを調べ、ある場合は削除し、 
#新しいポイントを書き込む 
 
#---ユーザ名の有無を調べる--- 
  open(PO,"point.txt"); 
  while(<PO>){ 
    chomp; 
    @tmp=split(/,/); 
    if($usr eq $tmp[0]){ 
      $ex_usr=1; 
      last; 
    } 
  } 
  close PO; 
 
#---ユーザ名があった場合--- 
  if($ex_usr==1){ 
#---point.txtから取得--- 
    open(LIST,"point.txt"); 
    $i=0; 
    while(<LIST>){ 
      chop; 
      @tmp=split(/,/); 
      $userlist[$i]=$tmp[0]; 
      $pointlist[$i]=$tmp[1]; 
      $i++; 
    } 
    close LIST; 
#---point.txtから自分のユーザ名を削除--- 
    open (PASS,">point.txt"); 
    $length=@userlist; 
    for($j=0;$j<($length-1);$j++){ 
      if($userlist[$j] eq $usr){ 
        $j++; 
      } 
      print PASS "$userlist[$j],$pointlist[$j]¥n"; 
    } 
    close PASS; 
  } 
 
#---新しく書き込む--- 
  if($ex_file==1){ 
    open(POIN,">>point.txt"); 
    print POIN "$usr,$t_p¥n"; 
    close POIN; 
  } 
  chdir "../"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>トータルポイント</font>：t_p=$t_p<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>前回までのポイント</font>：z_p=$z_p<br>¥n"; 
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#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：mypoint 
 
#===能力ポイントランキング[m=2]=== 
sub pointrank { 
  chdir "usr"; 
#ユーザフォルダのポイントファイル(point.txt) からデータを読み込み、ランキングを表示する。 
 
#---各ユーザ名とポイントの取得--- 
  open(POINT, "point.txt"); 
  @point=<POINT>; 
  close POINT; 
 
  $g=0; 
  foreach(@point) { 
    ($usr[$g],$point[$g]) = split(/,/); 
    $g++; 
  } 
 
#---ポイントが高い順に並べ替え--- 
  for($i=0; $i<$g; $i++){ 
    for($j=0; $j<$g; $j++){ 
      if($point[$i] > $point[$j]){ 
        $tmp=$point[$i]; 
        $point[$i]=$point[$j]; 
        $point[$j]=$tmp; 
        $tmp=$usr[$i]; 
        $usr[$i]=$usr[$j]; 
        $usr[$j]=$tmp; 
      }  
    } 
  } 
 
  for($i=0; $i<$g; $i++){ 
    open(PO, ">>point-juni.txt"); 
    print PO "$usr[$i],$point[$i]"; 
    close PO; 
  } 
 
#---ランキングの表示--- 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
  $mon++; 
 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>¥能¥力ランキング<br>¥n"; 
  $data .= "ランキング<br>$mon/$day現在</CENTER><HR>¥n"; 
 
  $ranking=1; 
  for($i=0; $i<=$g-1; $i++){ 
    $data .= "$ranking.$usr[$i]<br>¥n"; 
    $data .= "&nbsp;&nbsp;$point[$i]P<br>¥n"; 
    $ranking++; 
  } 
  unlink "point-juni.txt"; 
 
  $data .= "<form method=post action=point.cgi>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=m value=1>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
  $data .= "<hr><center><input type=submit name=submit value=戻る></center></form>¥n"; 
 
  chdir "../"; 
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#---パラメータ--- 
#  $g_=$g-1; 
#  $data .= "----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>人数</font>：g=$g_<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>自分のポイント</font>：t_p=$t_p<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：pointrank 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#==================================== 
#   ＊現行版--ランキング(rank.cgi) 
#==================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(0,1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
$w=$in{w}; #ランキング分野(r_0～5) 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==0){ 
  &what_level; #ランキングの級選択 
}elsif($m==1){ 
  &what_bunya; #ランキングの分野選択 
}elsif($m==2){ 
  &rank_hyoji; #ランキングの表示 
} 
 
#===ランキング級選択[m=0]=== 
sub what_level { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>漢検ランキング</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?m=1&usr=$usr&l=2>２級ランキング<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?m=1&usr=$usr&l=2jun>準２級ランキング<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?m=1&usr=$usr&l=3>３級ランキング<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?m=1&usr=$usr&l=4>４級ランキング<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?m=1&usr=$usr&l=5>５級ランキング<br><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=moshi.cgi?usr=$usr>0.戻る</a>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：what_level 
 
#===ランキング分野選択[m=1]=== 
sub what_bunya { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>模試ランキング</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?w=r_0&l=$l&m=2&usr=$usr>１月間総合<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?w=r_1&l=$l&m=2&usr=$usr>２読み問題<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?w=r_2&l=$l&m=2&usr=$usr>３書き問題<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?w=r_3&l=$l&m=2&usr=$usr>４類義語対義語<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?w=r_4&l=$l&m=2&usr=$usr>５四字熟語<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?w=r_5&l=$l&m=2&usr=$usr>６知識問題<br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?&m=0&usr=$usr>０戻る</a>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：what_bunya 
 
#===ランキングの表示=== 
sub rank_hyoji { 
#問題ベースに移動し、各分野のランキングファイルの有無を確認する。 
#ファイルがある場合、点数が高い順に並べ替え、表示する。 
 
  chdir "$l"; 
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#---ランキングファイルの有無を調べる--- 
  $ex=1; 
  open(WHAT, "$w.txt") or $ex=0; 
  @what=<WHAT>; 
  close WHAT; 
 
#---級の文字変換--- 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
 
#---問題数と分野の設定--- 
  if($w eq "r_0"){ 
    $kazu=50; 
    $bunya="月間総合"; 
  }else{ 
    $kazu=10; 
 
    if($w eq "r_1"){ 
      $bunya="読み問題"; 
    }elsif($w eq "r_2"){ 
      $bunya="書き問題"; 
    }elsif($w eq "r_3"){ 
      $bunya="対義語類義語"; 
    }elsif($w eq "r_4"){ 
      $bunya="四字熟語"; 
    }elsif($w eq "r_5"){ 
      $bunya="知識問題"; 
    } 
  } 
 
#---点数が高い順に並べ替え--- 
  if($ex==1){ 
    $g=0; 
    foreach(@what) { 
      ($usr[$g],$point[$g]) = split(/,/); 
      $g++; 
    } 
    for($i=0; $i<$g; $i++){ 
      for($j=0; $j<$g; $j++){ 
        if($point[$i] > $point[$j]){ 
          $tmp=$point[$i]; 
          $point[$i]=$point[$j]; 
          $point[$j]=$tmp; 
          $tmp=$usr[$i]; 
          $usr[$i]=$usr[$j]; 
          $usr[$j]=$tmp; 
        }  
      } 
    } 
 
#---並べ替えた順番を$w-juni.txtに書き込む--- 
    for($i=0; $i<$g; $i++){ 
      open(JUNI, ">>$w-juni.txt"); 
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      print JUNI "$usr[$i],$point[$i]"; 
      close JUNI; 
    } 
 
    $r=1; 
    open(JUNI, "$w-juni.txt"); 
    while(<JUNI>){ 
      chomp; 
      @tmp=split(/,/); 
 
#ユーザ名がファイルにある場合、順位を表示 
      if($usr eq $tmp[0]){ 
        $juni=$r; 
        last; 
      }else{ 
        $juni=0; 
      } 
    $r++; 
    } 
    close JUNI; 
  } 
 
#---ランキングの表示--- 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>$bunya<br>ランキング</center><HR>¥n"; 
  if($juni!=0){ 
    $data .=  "あなたの順位は$juni位です。<hr>¥n"; 
  } 
  $data .=  "<$ln級><br>¥n"; 
 
  $ranking=1; 
  for($i=0; $i<$g; $i++){ 
    $per=$c[$i]/$kazu*100; 
    $data .=  "$ranking.$usr[$i]<br>¥n"; 
    $data .=  "&nbsp;&nbsp;$c[$i]/$kazu&nbsp;&nbsp;$per%<br>¥n"; 
    $ranking++; 
  } 
 
#---ランキングがない場合--- 
  if($ex==0){ 
    $data .=  "ランキングはありません。¥n"; 
  } 
 
  $data .=  "<hr><a href=rank.cgi?m=0&usr=$usr>0.戻る</a>¥n"; 
 
  if($ex==1){ 
    unlink "$w-juni.txt"; 
  } 
  chdir "../"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>人数</font>：g=$g<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>自分の順位</font>：juni=$juni<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：rank_hyoji 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
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  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#================================ 
#   ＊現行版--履歴(rireki.cgi) 
#================================ 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$ba=$in{ba}; #リンク場所(1～3) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
#ユーザ名フォルダの履歴ファイル(career.txt)からデータを読み込み、履歴を表示する。 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
#---履歴ファイルからデータを読み込む--- 
open(RI, "career.txt"); 
@rireki=<RI>; 
@rev = reverse @rireki; 
close RI; 
 
$g=0; 
foreach(@rev) { 
  ($mon[$g],$day[$g],$l[$g],$c[$g],$c1[$g],$c2[$g],$c3[$g],$c4[$g],$c5[$g],$point[$g]) = split(/,/); 
  $g++; 
} 
 
#---履歴の表示--- 
#履歴がある場合は、過去5回までを表示する。 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>$usrの履歴</center><hr>¥n"; 
$ex=1; 
 
#---履歴がない場合--- 
if($g==0){ 
  $data .= "履歴はありません。<br>¥n"; 
  $ex=0; 
} 
 
#---履歴がある場合--- 
if($ex==1){ 
  if($g<=5){ 
    $for=$g; 
  }elsif($g>5){ 
    $for=5; 
  } 
 
#---模試を受けた回の設定--- 
  for($i=0; $i<$for; $i++){ 
    if($day[$i]<15){ 
      $kai=1; #15日以前に受けた場合は第1回 
    }elsif($day[$i]>14){ 
      $kai=2; #15日以降に受けた場合は第2回 
    } 
 
#---級の文字変換--- 
    if($l[$i] eq "2jun"){ 
      $ln="準2"; 
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    }elsif($l[$i]==2){ 
      $ln=2; 
    }elsif($l[$i]==3){ 
      $ln=3; 
    }elsif($l[$i]==4){ 
      $ln=4; 
    }elsif($l[$i]==5){ 
      $ln=5; 
    } 
 
    $data .= "$mon[$i]月&nbsp;&nbsp;第$kai回<br>¥n"; 
    $data .= "$ln級<br>¥n"; 
    $data .= "50問中$c[$i]問正解<br><br>¥n"; 
  } 
} 
 
$data .= "<hr>¥n"; 
 
#---リンクの表示--- 
if($ba==1){ 
  $data .= "<form method=post action=mymon.cgi>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=l value=$l>¥n"; 
  $basho="マイ問題集"; 
}elsif($ba==2){ 
  $data .= "<form method=post action=myseiseki.cgi>¥n"; 
  $basho="マイ¥成¥績¥表¥"; 
}elsif($ba==3){ 
  $data .= "<form method=post action=moshi.cgi>¥n"; 
  $basho="模試"; 
} 
 
$data .= "<center>¥n"; 
$data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
$data .= "<input type=hidden name=m value=1>¥n"; 
$data .= "<input type=submit name=submit value=戻る>¥n"; 
$data .= "</center></form>¥n"; 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
#---パラメータ--- 
#$data .= "----------<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>過去に受けた模試の数</font>：g=$g<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>どこからのリンクか</font>：ba=$ba(<font size=-1>$basho</font>)<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#htmlout:end 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#==================================== 
#   現行版--正解を見る(seikai.cgi) 
#==================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$l=$in{l}; #級(2,2jun.3～5) 
$c_a=$in{c_a}; #正解 
$co=$in{co}; #正解数 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$r=$in{r}; #問題行番号 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
$year += 1900; 
$mon++; 
 
#---模試名の設定--- 
#---1日～15日の場合--- 
if($day<15){ 
  $no="1test.txt"; 
#---16日～末日の場合--- 
}elsif($day>14){ 
  $no="2test.txt"; 
} 
 
open(SE, "$l-$no"); 
while(<SE>){ 
  chop; 
  @tmp=split(/,/); 
  $id[$i]=$tmp[0];  #問題ID 
  $q[$i]=$tmp[1];  #問題 
  $a[$i]=$tmp[2];  #選択肢1 
  $b[$i]=$tmp[3];  #選択肢2 
  $c[$i]=$tmp[4];  #選択肢3 
  $d[$i]=$tmp[5];  #選択肢4 
  $c_a[$i]=$tmp[6]; #正解番号(1～4) 
  $bunya1[$i]=$tmp[7]; #分野1(1～5) 
  $bunya2[$i]=$tmp[8]; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
  $i++; 
} 
 
#---正解の選択肢の設定--- 
if($c_a[$r]==1){ 
  $kotae=$a[$r]; 
}elsif($c_a[$r]==2){ 
  $kotae=$b[$r]; 
}elsif($c_a[$r]==3){ 
  $kotae=$c[$r]; 
}elsif($c_a[$r]==4){ 
  $kotae=$d[$r]; 
} 
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#---解説の表示--- 
$data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>解説</CENTER><HR>¥n"; 
$data .= "$co問<br>$q[$r]<br>¥n"; 
$co++; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
if($d[$r] eq "＊") { 
  $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
}else{ 
  $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<br>4.$d[$r]<hr>¥n"; 
} 
$data .= "正解<br>$c_a[$r].$kotae<hr>¥n"; 
$r++; 
 
#---最終問題の場合--- 
if($co==51){ 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
}else{ 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r>1.次の問題</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
} 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#============================= 
#   現行版---模試(test.cgi) 
#============================= 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
require "mimew.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$st=$in{st}; #最終問題か(1 or 2) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3～5) 
$ex=$in{ex}; #模試ファイルの有無(1 or 0) 
$r=$in{r}; #行番号 
$half=$in{half}; #途中からの続きか(0:続き) 
$no=$in{no}; #模試ファイルの名前(1test.txt,2test.txt) 
$ans=$in{ans}; #ユーザの答え 
$c_a=$in{c_a}; #正解番号(1～4) 
$co=$in{co}; #問題番号 
$c0=$in{c0}; #全正解数 
$c1=$in{c1}; #読み正解数 
$c2=$in{c2}; #書き正解数 
$c3=$in{c3}; #対義語類義語正解数 
$c4=$in{c4}; #四字正解数 
$c5=$in{c5}; #知識正解数 
$bun1=$in{bun1}; #分野1(1～5) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$point=$in{point};#ポイント 
 
#<<<<<ユーザテスト1・データ移行>>>>> 
#$id=$in{id}; #問題ID 
#$q=$in{q}; #問題 
#$a=$in{a}; #選択肢1 
#$b=$in{b}; #選択肢2 
#$c=$in{c}; #選択肢3 
#$d=$in{d}; #選択肢4 
#$bun2=$in{bun2}; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
#$c0_k=$in{c0_k}; #全正解数 
#$c5_k=$in{c5_k}; #知識問題正解数 
#<<<<<データ移行ここまで>>>>> 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
#---問題ベースに移動--- 
chdir "$l"; 
 
#---模試ファイル検索--- 
#---最初の場合--- 
if($st==0){ 
  &time; 
  $sengetsu=$mon-1; 
 
#---1日～15日の場合は第1回目--- 
  if($day<16){ 
    $no="1test.txt"; 
    unlink "2test.txt"; 
#---16日～末日の場合は第2回目--- 
  }elsif($day>15){ 
    $no="2test.txt"; 
    unlink "1test.txt"; 
  } 

現行版 test.cgi 1



#---ユーザ名フォルダにある前の回の模試ファイルを削除--- 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
  if($day<16){ 
    unlink "$l-2test.txt"; 
  }elsif($day>15){ 
    unlink "$l-1test.txt"; 
  } 
 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
 
  $ex=1; 
  open(SEARCH,"$no") or $ex=0; 
  close SEARCH; 
} 
 
#---問題ベースにある模試ファイルの問題数を調べる--- 
if($st==1){ 
  if($ex==1){ 
    open(SEARCH,"$no"); 
    @search=<SEARCH>; 
    close SEARCH; 
 
    $g=0; 
    foreach(@search){ 
      $g++; 
    } 
    if($g<$co){ 
      $ex=0; 
    } 
  } 
} 
 
#<<<<<ユーザテスト1・データの移行>>>>> 
#---ユーザの模試ファイルに問題、答えを書き込む--- 
#if($st!=0){ 
#  chdir "../"; 
#  chdir "after"; 
#  chdir "usr"; 
#  chdir "$usr"; 
# 
#  if($ans eq $c_a){ 
#    $seigo=1; 
#  }else{ 
#    $seigo=0; 
#  } 
#  $bango=$co-1; 
# 
#  if($co ne 51){ 
#  open(ALL, ">>$l-all-$no"); 
#  print ALL "$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
#  close ALL; 
# 
#  if($seigo==1){ 
#    open(SEI, ">>$l-sei-$no"); 
#    print SEI "$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
#    close SEI; 
#  }else{ 
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#    open(GO, ">>$l-go-$no"); 
#    print GO "$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
#    close GO; 
#  } 
# 
#---ユーザのマイ問題集ファイルに問題を書き込む--- 
#  if($bun1==1){ 
#    open(MY, ">>$l-1-mymon.txt"); 
#    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
#    close MY; 
#  }elsif($bun1==2){ 
#    open(MY, ">>$l-2-mymon.txt"); 
#    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
#    close MY; 
#  }elsif($bun1==3){ 
#    open(MY, ">>$l-3-mymon.txt"); 
#    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
#    close MY; 
#  }elsif($bun1==4){ 
#    open(MY, ">>$l-4-mymon.txt"); 
#    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
#    close MY; 
#  }elsif($bun1==5){ 
#    open(MY, ">>$l-5-mymon.txt"); 
#    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
#    close MY; 
#  } 
#  } 
#  chdir "../"; 
#  chdir "../"; 
#  chdir "../"; 
#  chdir "$l"; 
#} 
#<<<<<ユーザテスト1・移行ここまで>>>>> 
 
#---正解数カウント、表示--- 
#---模試が49問目までの場合--- 
if($st==1) { 
  if($ans eq $c_a){ 
    if($bun1==1){ 
      $c1++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==2){ 
      $c2++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==3){ 
      $c3++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==4){ 
      $c4++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==5){ 
      $c5++; 
      $c0++; 
#<<<<<ユーザテスト1・データ移行>>>>> 
#      $c5_k++; 
#      $c0_k++; 
#<<<<<ユーザテスト1・移行ここまで>>>>> 
    } 
  } 
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#---模試が最後の場合--- 
}elsif($st==2){ 
  if($ans eq $c_a){ 
    if($bun1==5){ 
      $c5++; 
      $c0++; 
    } 
  } 
 
#####現行版だけここから##### 
#---合否のメール通知--- 
#ユーザフォルダのメールファイル(mail.txt) からメールアドレスを読み込み、メールを送信する。 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
 
  open(MAIL,"mail.txt"); 
  while(<MAIL>){ 
    chomp; 
    @tmp=split(/,/); 
    if($usr eq $tmp[0]){ 
      $to=$tmp[1]; 
      last; 
    } 
  } 
  close MAIL; 
 
  chdir "../"; 
  &time; 
  &ln; 
 
#---メッセージの設定--- 
#---正解数が34問以下の場合--- 
  if($c0<35){ 
    $docchi="残念！"; 
    $gohi="不合格"; 
    $bun="残念、もう少し実力をつけよう。"; 
#---35問以上の場合--- 
  }elsif($c0>=35){ 
    $docchi="やったね！"; 
    $gohi="合格"; 
    $bun="おめでとう"; 
  } 
  $ten=$c0*2; 
 
$from = "g031w018¥@edu.soft.iwate-pu.ac.jp"; 
$subject = "模試結果"; 
$body = <<EOT; 
$docchi 
$gohi 
$bun$mon月$ln級模試結果は$ten点で$gohiです。次回の模試迄はマイ問題集になります。 
復習してもっと実力をつけましょう。 
 
ランキング・正解http://www.et.soft.iwate-pu.ac.jp/cgi-bin/semis/018/mailmenu.cgi?usr=$usr&l=$l 
 
EOT 
 
my_sendmail($from, $to, $subject, $body); 
 
sub my_sendmail($$$$) { 
  local ($from, $to, $subject, $body) = @_; 
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# subject を MIME エンコード & JIS 変換 
  $subject = mimeencode( jcode'jis($subject) ); 
# 本文を JIS 変換 
  $body = jcode'jis($body); 
  open MAIL, "|/usr/lib/sendmail -f $from -t $to"; 
  print MAIL "From: $from¥n"; 
  print MAIL "Subject: $subject¥n"; 
  print MAIL "To: $to¥n"; 
  print MAIL "¥n"; 
  print MAIL "$body¥n"; 
  close MAIL; 
} 
#####現行版だけここまで##### 
 
  &career; 
  &last; 
} 
 
#---模擬試験--- 
#---1～10問目--- 
if($co<11){ 
  $txt="1-yomi.txt"; 
  $num=34; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---11～20問目--- 
}elsif($co=>10 and $co<21){ 
  $txt="2-kaki.txt"; 
  $num=37; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---21～25問目--- 
}elsif($co=>20 and $co<26){ 
  $txt="3-tai.txt"; 
  $num=12; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
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  &question; 
 
#---26～30問目--- 
}elsif($co=>25 and $co<31){ 
  $txt="3-rui.txt"; 
  $num=12; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---31～40問目--- 
}elsif($co=>30 and $co<41){ 
  $txt="4-yoji.txt"; 
  $num=30; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---41～49問目--- 
}elsif($co=>40 and $co<50){ 
  $txt="5-chishiki.txt"; 
  $num=32; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---50問目--- 
}elsif($co==50){ 
  $txt="5-chishiki.txt"; 
  $num=32; 
  $st=2; 
  $submit_value="終了"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
} 
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#===問題の設定=== 
sub open { 
#問題ベースにある各分野のファイルから問題をランダムに取得する。 
  open(Q,$txt); 
  @q=<Q>; 
  close(Q); 
 
  $r=0; 
  foreach(@q) { 
    ($id[$r],$q[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r],$bunya2[$r]) = 
split(/<>/); 
   $r++; 
  } 
  $r=int(rand($num)); 
} #end：open 
 
#===問題重複チェック=== 
sub check { 
#設定した問題が前回出題されていないかを調べる。 
  open(CHECK,"$no"); 
  while(<CHECK>){ 
  chomp; 
  @tmp=split(/,/); 
 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==$num) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"mymon-$l.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      } else { 
       $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$no"); 
      } 
    } 
  }   
  close CHECK; 
} #end：check 
 
#===模試ファイルがある場合=== 
sub existance { 
  open(TE, "$no"); 
  while(<TE>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $id[$i]=$tmp[0]; 
    $q[$i]=$tmp[1]; 
    $a[$i]=$tmp[2]; 
    $b[$i]=$tmp[3]; 
    $c[$i]=$tmp[4]; 
    $d[$i]=$tmp[5]; 
    $correct_ans[$i]=$tmp[6]; 
    $bunya1[$i]=$tmp[7]; 
    $bunya2[$i]=$tmp[8]; 
    $i++; 
  } 
  close TE; 
}#existance:end 
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#===問の設定=== 
sub toi { 
  if($bunya2[$r]==11) { 
    $toi="次の漢字の読みを答えなさい"; 
    $bunya1="読み"; 
    $bunya2="読み"; 
  } elsif($bunya2[$r]==21) { 
    $toi="次の文のカタカナに当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="書き"; 
    $bunya2="書き"; 
  } elsif($bunya2[$r]==31) { 
    $toi="次の漢字の対義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="対義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==32) { 
    $toi="次の漢字の類義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="類義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==41) { 
    $toi="次の□の部分に漢字を埋めて四字熟語を完成させなさい"; 
    $bunya1="四字熟語"; 
    $bunya2="四字熟語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==51) { 
    $toi="正しい熟語の読みの組み合わせを選びなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="音訓"; 
  } elsif($bunya2[$r]==52) { 
    $toi="次の漢字の部首を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="部首"; 
  } elsif($bunya2[$r]==53) { 
    $toi="次の漢字の画数を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="画数"; 
  } elsif($bunya2[$r]==54) { 
    $toi="次の文の中で間違って使用されている漢字があります。答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="誤字訂正"; 
  } elsif($bunya2[$r]==55) { 
    $toi="次の□に当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="同音"; 
  } elsif($bunya2[$r]==56) { 
    $toi="次の漢字の意味を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="語彙"; 
  } 
} #end：toi 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 

現行版 test.cgi 8



} #end：ln 
 
#===問題表示=== 
sub question { 
  $id=$id[$r]; #問題ID 
  $q=$q[$r]; #問題 
  $a=$a[$r]; #選択肢1 
  $b=$b[$r]; #選択肢2 
  $c=$c[$r]; #選択肢3 
  $d=$d[$r]; #選択肢4 
  $c_a=$correct_ans[$r]; #正解番号(1～4) 
  $bun1=$bunya1[$r]; #分野1(1～5) 
#<<<<<ユーザテスト1・データ移行>>>>> 
#  $bun2=$bunya2[$r]; 
#<<<<<データ移行ここまで>>>>> 
  &ln; 
 
#---戻った場合--- 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
  open(TSUGI, "$l-next.txt"); 
  @next=<TSUGI>; 
  close TSUGI; 
 
  foreach(@next) { 
    ($co_,$c0_,$c1_,$c2_,$c3_,$c4_,$c5_) = split(/,/); 
  } 
 
#---戻って解答しようとした場合--- 
  if($co_>$co){ 
    $co=$co_; 
    $c0=$c0_; 
    $c1=$c1_; 
    $c2=$c2_; 
    $c3=$c3_; 
    $c4=$c4_; 
    $c5=$c5_; 
    $r=$co-1; 
 
    $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>模試問題</center><hr>¥n"; 
    $data .= "既に解答済です。続きから行ってください。<hr>¥n"; 
    $data .= "<a href=test.cgi?usr=$usr&l=$l&r=$r&half=0&co=$co&st=0&bun1=0&c0=$c0&c1=$c1&c2=$c2& 
c3=$c3&c4=$c4&c5=$c5>1.続きを行う</a><br>¥n"; 
    $data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#    $co=$co-1; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$co<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>解答した問題数</font>：co_=$co_<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
 
#---戻っていない場合--- 
  }else{ 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
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#---模試ファイルがない場合--- 
    if($ex==0) { 
      chdir "$l"; 
      open(PASS, ">>$no"); 
      print PASS 
"$id[$r],$q[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r],$bunya2[$r]¥n"; 
      close PASS; 
 
#<<<<<ユーザテスト1・データを拡張版に移行>>>>> 
#      chdir "../"; 
#      chdir "after"; 
#      chdir "$l"; 
#      open(PASS, ">>$no"); 
#      print PASS"$id[$r],$q[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r], 
#$bunya2[$r]¥n"; 
#      close PASS; 
# 
#      chdir "../"; 
#      chdir "../"; 
#      chdir "$l"; 
#<<<<<ユーザテスト1・移行ここまで>>>>> 
 
      chdir "../"; 
    } 
 
    $data .= "<form action=test.cgi method=POST>¥n"; 
    $data .= "<center>$ln級 模擬試験</center><hr>¥n"; 
    $data .= "＜$bunya1＞<br>$bunya2問題<br>$toi<hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$q<br>¥n"; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d[$r] eq "＊"){ 
      $data .= "1.$a<br>2.$b<br>3.$c<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br><hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
      $data .= "1.$a<br>2.$b<br>3.$c<br>4.$d<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br>¥n"; 
      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=4><br><hr>¥n"; 
    } 
    $co++; 
    $r++; 
 
    $data .= "<input type=hidden name=co value=$co>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_a value=$c_a>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c0 value=$c0>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c1 value=$c1>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c2 value=$c2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c3 value=$c3>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c4 value=$c4>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c5 value=$c5>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=st value=$st>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=no value=$no>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=ex value=$ex>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=r value=$r>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun1 value=$bun1>¥n"; 
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#<<<<<ユーザテスト1・データ移行>>>>> 
#    $c0_k=$c0; 
#    $data .= "<input type=hidden name=id value=$id>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=q value=$q>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=a value=$a>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=b value=$b>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=c value=$c>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=d value=$d>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=bun2 value=$bun2>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=c0_k value=$c0_k>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=c5_k value=$c5_k>¥n"; 
#<<<<<移行ここまで>>>>> 
 
    $data .= "<input type=hidden name=l value=$l>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
    $data .= "<center><input type=submit value=$submit_value></center></form>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "----------<br>¥n"; 
#    $count=$co-1; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$count<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題ID</font>：id=$id<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>全正解数</font>：c0=$c0<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>読み正解数</font>：c1=$c1<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>書き正解数</font>：c2=$c2<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>対類正解数</font>：c3=$c3<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>四字正解数</font>：c4=$c4<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>知識正解数</font>：c5=$c5<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
    chdir "usr"; 
    chdir "$usr"; 
 
#---ユーザ名フォルダのnext.txtに次を書き込む--- 
    open(NEXT, ">$l-next.txt"); 
    print NEXT "$co,$c0,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5¥n"; 
    close NEXT; 
 
#<<<<<ユーザテスト1・データを拡張版に移行>>>>> 
#    chdir "../"; 
#    chdir "../"; 
#    chdir "after"; 
#    chdir "usr"; 
#    chdir "$usr"; 
# 
#    if($co==51){ 
#      $co_k=$co-1; 
#    } 
# 
#    open(NEXT, ">$l-next.txt"); 
#    print NEXT "$co_k,$c0_k,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5_k¥n"; 
#    close NEXT; 
# 
#    chdir "../"; 
#    chdir "../"; 
#    chdir "../"; 
#    chdir "usr"; 
#    chdir "$usr"; 
#<<<<<ユーザテスト1・移行ここまで>>>>> 
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#####現行版だけここから##### 
    if($half ne 0){ 
      open(PASS, ">>$l-$no"); 
      print PASS "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2¥n"; 
      close PASS; 
 
#<<<<<ユーザテスト1・データを拡張版に移行>>>>> 
#    chdir "../"; 
#    chdir "../"; 
#    chdir "after"; 
#    chdir "usr"; 
#    chdir "$usr"; 
# 
#      open(PASS, ">>$l-$no"); 
#      print PASS "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2¥n"; 
#      print PASS "$id[$r],$q[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r], 
#$bunya2[$r]¥n"; 
#      close PASS; 
# 
#    chdir "../"; 
#    chdir "../"; 
#    chdir "../"; 
#    chdir "usr"; 
#    chdir "$usr"; 
#<<<<<ユーザテスト1・移行ここまで>>>>> 
 
    } 
#####現行版だけここまで##### 
 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
  } 
} #end：question 
 
#===模試終了後の表示=== 
sub last { 
#####現行版だけここから##### 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>漢字検定</center><hr>¥n"; 
  $data .= "お疲れ様でした。模試の結果は、後ほどメールでお知らせいたします。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0>1.正解を見る</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</a>¥n"; 
#####現行版だけここまで##### 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ポイント</font>：point=$point<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>全正解数</font>：c0=$c0<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>読み正解数</font>：c1=$c1<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>書き正解数</font>：c2=$c2<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>対類正解数</font>：c3=$c3<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>四字正解数</font>：c4=$c4<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>知識正解数</font>：c5=$c5<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：last 
 
#===日付取得=== 
sub time{ 
  #$ENV{'TZ'} = "JST-9"; 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
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  $mon++; 
} #end：time 
 
#===履歴書き込み=== 
sub career { 
  &time; 
 
#---ポイントの取得--- 
#---35問以上正解の場合--- 
  if($c0 >= 35){ 
    $point=6; 
  }elsif($c0 < 35){ 
    $point=3; 
  } 
 
#---ユーザ名フォルダの履歴ファイル(career.txt)に履歴を書き込む--- 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
  open(PASS, ">>career.txt"); 
  print PASS "$mon,$day,$l,$c0,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5,$point¥n"; 
  close PASS; 
 
#---ユーザ名フォルダの弱点ファイル(jaku.txt)に弱点を書き込む--- 
#履歴ファイルから各分野の点数を取得し、低い順に並べ替えて書き込む。 
  open(CA, "career.txt"); 
  @ca=<CA>; 
  @rev = reverse @ca; 
  close CA; 
 
  $r=0; 
  foreach(@rev) { 
    ($mon[$r],$day[$r],$l[$r],$c0[$r],$c1[$r],$c2[$r],$c3[$r],$c4[$r],$c5[$r],$point[$r]) = 
split(/<>/); 
    $r++; 
  } 
 
  open(JA, ">jaku.txt"); 
  print JA "1,$c1¥n"; 
  print JA "2,$c2¥n"; 
  print JA "3,$c3¥n"; 
  print JA "4,$c4¥n"; 
  print JA "5,$c5¥n"; 
  close JA; 
  open(JAKU, "jaku.txt"); 
  @jaku=<JAKU>; 
  close JAKU; 
 
  $g=0; 
  foreach(@jaku) { 
    ($b_no[$g],$b_point[$g]) = split(/,/); 
    $g++; 
  } 
 
  for($i=0; $i<5; $i++){ 
    for($j=0; $j<5; $j++){ 
      if($b_point[$i] < $b_point[$j]){ 
        $tmp=$b_point[$i]; 
        $b_point[$i]=$b_point[$j]; 
        $b_point[$j]=$tmp; 
        $tmp=$b_no[$i]; 
        $b_no[$i]=$b_no[$j]; 
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        $b_no[$j]=$tmp; 
      }  
    } 
  } 
 
  unlink "jaku.txt"; 
 
  open(JAKUTEN, ">>jaku.txt"); 
  for($i=0; $i<5; $i++){ 
    print JAKUTEN "$b_no[$i],$b_point[$i]"; 
  } 
  close JAKUTEN; 
 
#---ユーザ名フォルダのポイントファイル(point.txt)にポイントを書き込む--- 
  open(RANK, ">>point.txt"); 
  print RANK "$point¥n"; 
  close RANK; 
 
#---問題ベースの各分野のランキングテキストにランクを書き込む--- 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
 
  open(RANK, ">>r_1.txt"); 
  print RANK "$usr,$c1¥n"; 
  close RANK; 
 
  open(RANK, ">>r_2.txt"); 
  print RANK "$usr,$c2¥n"; 
  close RANK; 
 
  open(RANK, ">>r_3.txt"); 
  print RANK "$usr,$c3¥n"; 
  close RANK; 
 
  open(RANK, ">>r_4.txt"); 
  print RANK "$usr,$c4¥n"; 
  close RANK; 
 
  open(RANK, ">>r_5.txt"); 
  print RANK "$usr,$c5¥n"; 
  close RANK; 
 
  open(RANK, ">>r_0.txt"); 
  print RANK "$usr,$c0¥n"; 
  close RANK; 
 
  chdir "../"; 
 
#<<<<<ユーザテスト1・データの移行>>>>> 
#    chdir "after"; 
# 
#  #---ポイント--- 
#  if($c0 >= 35){ 
#    $point=6; 
#  }elsif($c0 < 35){ 
#    $point=3; 
#  } 
# 
#---ユーザフォルダのcareer.txtに履歴を書き込む--- 
#  chdir "usr"; 
#  chdir "$usr"; 

現行版 test.cgi 14



現行版 test.cgi 15

#  open(PASS, ">>career.txt"); 
#  print PASS "$mon,$day,$l,$c0,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5,$point¥n"; 
#  close PASS; 
# 
#  open(JAKUTEN, ">>jaku.txt"); 
#  for($i=0; $i<5; $i++){ 
#    print JAKUTEN "$b_no[$i],$b_point[$i]"; 
#  } 
#  close JAKUTEN; 
# 
#---ユーザフォルダのpoint.txtにポイントを書き込む--- 
#  open(RANK, ">>point.txt"); 
#  print RANK "$point¥n"; 
#  close RANK; 
# 
#  chdir "../"; 
#  chdir "../"; 
#  chdir "$l"; 
# 
#  open(RANK, ">>r_1.txt"); 
#  print RANK "$usr,$c1¥n"; 
#  close RANK; 
# 
#  open(RANK2, ">>r_2.txt"); 
#  print RANK2 "$usr,$c2¥n"; 
#  close RANK2; 
# 
#  open(RANK3, ">>r_3.txt"); 
#  print RANK3 "$usr,$c3¥n"; 
#  close RANK3; 
# 
#  open(RANK4, ">>r_4.txt"); 
#  print RANK4 "$usr,$c4¥n"; 
#  close RANK4; 
# 
#  open(RANK5, ">>r_5.txt"); 
#  print RANK5 "$usr,$c5¥n"; 
#  close RANK5; 
# 
#  open(RANK0, ">>r_0.txt"); 
#  print RANK0 "$usr,$c0¥n"; 
#  close RANK0; 
# 
#  chdir "../"; 
#<<<<<ユーザテスト1・移行ここまで>>>>> 
} #end：career 
 
chdir "../"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#======================================== 
#   ＊現行版--問い合わせ(toiawase.cgi) 
#======================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>お問合せ<BR></CENTER><HR>¥n"; 
$data .= "※動作についての質問、内容のお問合わせには一切応じられませんのでご了承下さい。サポート時間
は平日10時から19時までとなります。<BR><HR>¥n"; 
$data .= "1.メールを送る<BR><A HREF=top.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#=============================== 
#   ＊現行版--トップ(top.cgi) 
#=============================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
$data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>¥n"; 
$data .= "<img src=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/top.gif WIDTH=96 
HEIGHT=96></CENTER>¥n"; 
$data .= "当サイトでは楽しみながら漢字の知識を身につける事が出来ます。受験や仕事、漢字¥能¥力検定合格
など役立つコンテンツから、クイズ・パズルなど楽しいコンテンツ満載でお届けします。月額１００円の有料サ
ービスです。無料体験もありますのでお気軽にご参加下さい。<BR><HR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=info.cgi?usr=$usr&m=1>1.漢字の世界とは</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=oshirase.cgi?usr=$usr>2.お知らせ</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=cal.cgi?usr=$usr&m=1>3.検定のご案内</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=kobo.cgi?usr=$usr&m=1>4.公募のご案内</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr>5.漢検模試</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=lakan.cgi?usr=$usr&m=1>6.La漢･ﾊﾟｽﾞﾙｸｲｽﾞ</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1>7.今日の知識</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=myseiseki.cgi?usr=$usr&m=1>8.マイ成績¥表¥</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=1>・ﾏｲﾒﾆｭｰ登録</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=kaijo.cgi?usr=$usr&m=1>・ﾏｲﾒﾆｭｰ解除</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=toiawase.cgi?usr=$usr>・お問合せ</A>¥n"; 
#$data .= "&copy;ZAPPALLAS,INC<BR>&copy;(財)日本漢字<BR>能力検定協会<BR>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#$data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 
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#!/usr/local/bin/perl 
 
#================================= 
#   ＊現行版---登録(toroku.cgi) 
#================================= 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番(1,2) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$p1=$in{p1}; #パスワード1 
$p2=$in{p2}; #パスワード2（確認用） 
$mail=$in{mail}; #メールアドレス 
$salt="**"; 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &toroku_zumi; #登録済みの場合 
}elsif($m==2){ 
  &nyuryoku; #登録入力 
}else{ 
  &toroku_check; #登録チェック 
} 
 
#===登録済み[m=1]=== 
sub toroku_zumi { 
  $data .= "<CENTER><font color=red>現行版</font><br>ERROR</CENTER><hr>¥n"; 
  $data .= "すでに登録されています。<br><br>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>メインメニュー</A><BR>¥n"; 
} #end：toroku_zumi 
 
#===登録入力[m=2]=== 
sub nyuryoku { 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>登録</center><hr>¥n"; 
  $data .= "<form action=toroku.cgi method=POST>¥n"; 
  $data .= "ユーザ名(半角英数)<br><input type=text name=usr><br>¥n"; 
  $data .= "パスワード<br><input type=password name=p1><br>¥n"; 
  $data .= "パスワード(確認のため)<br><input type=password name=p2><br>¥n"; 
  $data .= "メールアドレス<BR><input type=text name=mail value=¥@docomo.ne.jp><br>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><input type=submit name=submit value=送信></center></form><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymenu.cgi?m=3>0.戻る</a>¥n"; 
} #end：nyuryoku 
 
#===登録チェック[m=other]=== 
sub toroku_check { 
  $flg=0; #登録チェック、エラーの有無(1 or 0) 
#---ユーザ名に半角英数以外が使われていた場合--- 
  if($usr =~ /¥W/){ 
    $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
    $data .= "ユーザ名にはアルファベットと数字、_以外は使用出来ません。<br><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=toroku.cgi?m=2>戻る</a>¥n"; 
    $flg=1; 
  } 
 
#---入力もれがない場合--- 
  if($usr ne "" && $p1 ne "" && $p2 ne "") { 
 
#---パスワード1とパスワード2が一致した場合--- 
#ユーザフォルダのパスワードファイル(password.txt) からデータを読み込み、 
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#すでに登録されていないかを調べる。 
    if($p1 eq $p2){ 
      chdir "usr"; 
      open(PASS,"password.txt"); 
      while(<PASS>){ 
        chomp; 
        @tmp=split(/,/); 
 
#---すでに登録されていた場合--- 
        if($usr eq $tmp[0]){ 
          $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
          $data .= "「$usr」はすでに登録されています。<br>他のユーザ名を指定してください。<br><br>¥n"; 
          $data .= "<a href=toroku.cgi?m=2>戻る</a>¥n"; 
          $flg=1; 
          last; 
        } 
      } 
      close PASS; 
 
#---パスワードが一致しない場合--- 
    }else{ 
      $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n";   
      $data .= "入力パスワードが間違っています。<br><br>¥n"; 
      $data .= "<a href=toroku.cgi?m=2>戻る</a>¥n"; 
      $flg=1; 
    } 
 
#---入力もれがあった場合--- 
  }else{ 
    $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
    $data .= "以下の項目が入力されていません。<br><br>¥n"; 
    if($usr eq ""){ 
      $data .= "・ユーザ名<br>¥n"; 
    } 
    if($p1 eq "" or $p2 eq ""){ 
      $data .= "・パスワード<br>¥n"; 
    } 
    if($mail eq ""){ 
      $data .= "・メールアドレス<br>¥n"; 
    } 
    $data .= "<br><a href=toroku.cgi?m=2>戻る</a>¥n";  
    $flg=1; 
  } 
 
#---ユーザ追加処理--- 
#ユーザ名フォルダと履歴ファイル(career.txt)と弱点ファイル(jaku.txt)を作成し、 
#ユーザフォルダのパスワードファイル(password.txt)とメールファイル(mail.txt)に追加する。 
#---フォルダとファイルを作成--- 
  if($flg == 0){ 
    mkdir "$usr",0755; 
    chdir "$usr"; 
    open(MKFIKE,">career.txt"); 
    close MKFILE; 
    open(MKFIKE,">jaku.txt"); 
    close MKFILE; 
    chdir "../"; 
 
#---パスワードファイルへの書き込み--- 
    open(PASS,">>password.txt"); 
    $cpass = crypt $p1, $salt; 
    print PASS "$usr,$cpass¥n"; 
    close PASS; 
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#---メールファイルへの書き込み--- 
    open(MAIL,">>mail.txt"); 
    print MAIL "$usr,$mail¥n"; 
    close MAIL; 
    chdir "../"; 
 
#<<<<<ユーザテスト1・データ移行>>>>> 
#    chdir "after"; 
#    chdir "usr"; 
# 
#    mkdir "$usr",0755; 
#    chdir "$usr"; 
#    open(MKFIKE,">career.txt"); 
#    close MKFILE; 
#    open(MKFIKE,">jaku.txt"); 
#    close MKFILE; 
#    chdir "../"; 
# 
#    open(PASS,">>password.txt"); 
#    $cpass = crypt $p1, $salt; 
#    print PASS "$usr,$cpass¥n"; 
#    close PASS; 
# 
#    open(MAIL,">>mail.txt"); 
#    print MAIL "$usr,$mail¥n"; 
#    close MAIL; 
# 
#    chdir "../"; 
#    chdir "../"; 
#<<<<<データ移行ここまで>>>>> 
 
#---表示--- 
  $data .= "<form method=post action=top.cgi>¥n"; 
  $data .= "<center><font color=red>現行版</font><br>登録完了</center><hr>¥n"; 
  $data .= "ありがとうございました。利用登録は完了いたしました。¥n"; 
  $data .= "次回より利用の際はマイメニューよりお入りください。<hr>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
  $data .= "<center><input type=submit name=submit value=入場></center>¥n"; 
  } 
} #end：toroku_check 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>項目チェック</font>：flg=$flg<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=========================================== 
#   拡張版--メール自動配信(auto_mail.cgi) 
#=========================================== 
 
require "/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/jcode.pl"; 
require "/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/cgi-lib.pl"; 
require "/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/mimew.pl"; 
 
&time; 
 
#ユーザフォルダのメールファイル(mail.txt)からユーザ名とメールアドレスを読み込む。 
#その後、ユーザの履歴ファイル(rireki.txt)からデータを読み込み、模試を終了しているかを調べる。 
#最後に受けた模試の級と苦手分野を取得し、メールを配信する。 
 
#---ユーザ名とメールアドレスの取得--- 
$i=0; 
open(MA, "/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/usr/mail.txt"); 
while(<MA>){ 
  chop; 
  @tmp=split(/,/); 
  $usr_[$i]=$tmp[0]; 
  $to_[$i]=$tmp[1]; 
  $usr=$usr_[$i]; 
  $to=$to_[$i]; 
 
#---履歴の取得--- 
  open(CAREER, "/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/usr/$usr/career.txt"); 
  @career=<CAREER>; 
  @stat = stat "/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/usr/$usr/career.txt"; 
  close(CAREER); 
 
#履歴ファイルが空の場合は次のユーザに移る。 
  if($stat[7] eq 0){ 
    $i++; 
  }else{ 
    $r=0;  
    foreach(@career) { 
      ($mon[$r],$day[$r],$level[$r],$c0[$r],$c1[$r],$c2[$r],$c3[$r],$c4[$r],$c5[$r]) = split(/,/); 
      $l=$level[$r]; 
      $r++; 
    } 
 
#---土曜日は苦手分野のマイ問題集を配信--- 
    if($wday eq "土"){ 
      open(JAKU, "/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/usr/$usr/jaku.txt"); 
      @jaku=<JAKU>; 
      close(JAKU); 
 
      $j=0; 
      foreach(@jaku) { 
        ($bunya[$j],$correct[$j]) = split(/,/); 
        $j++; 
      } 
 
#---分野名の設定--- 
      if($bunya[0]==1){ 
        $bun_name="読み問題"; 
        $my_bun=1; 
      }elsif($bunya[0]==2){ 
        $bun_name="書き問題"; 
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        $my_bun=2; 
      }elsif($bunya[0]==3){ 
        $bun_name="対義語類義語"; 
        $my_bun=3; 
      }elsif($bunya[0]==4){ 
        $bun_name="四字熟語"; 
        $my_bun=4; 
      }elsif($bunya[0]==5){ 
        $bun_name="知識問題"; 
        $my_bun=5; 
      } 
 
#---月～金曜日は決められた分野を配信--- 
    }elsif($wday eq "月"){ 
      $bun_name="読み問題"; 
      $my_bun=1; 
    }elsif($wday eq "火"){ 
      $bun_name="書き問題"; 
      $my_bun=2; 
    }elsif($wday eq "水"){ 
      $bun_name="対義語類義語"; 
      $my_bun=3; 
    }elsif($wday eq "木"){ 
      $bun_name="四字熟語"; 
      $my_bun=4; 
    }elsif($wday eq "金"){ 
      $bun_name="知識問題"; 
      $my_bun=5; 
    }elsif($wday eq "日"){ 
      last; 
    } 
    &ln; 
    &mail; 
    $i++; 
  } 
} 
close MA; 
 
#===メール配信=== 
sub mail{ 
$from = "g031w018¥@edu.soft.iwate-pu.ac.jp"; 
$subject = "漢字の世界"; 
 
#---土曜日の場合--- 
if($wday eq "土"){ 
$body = <<EOT; 
＝漢字の世界＝ 
$date 
$usr さん、おはようございます。今日の漢字の世界では、弱点部分を強化します。$ln 級$bun_name の練習をし
ましょう。 
http://www.et.soft.iwate-pu.ac.jp/cgi-bin/semis/018/after/mymon.cgi?m=3&mm=1&nani=$my_bun&usr=$usr&l
=$l&co=1&aa=0&bun=0 
EOT 
 
#---月～金曜日の場合--- 
}else{ 
$body = <<EOT; 
＝漢字の世界＝ 
$date 
$usrさん、おはようございます。今日の漢字の世界では、$ln級$bun_nameの練習をしましょう。 
http://www.et.soft.iwate-pu.ac.jp/cgi-bin/semis/018/after/mymon.cgi?m=3&mm=1&nani=$my_bun&usr=$usr&l
=$l&co=1&aa=0&bun=0 
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EOT 
} 
 
my_sendmail($from, $to, $subject, $body); 
 
sub my_sendmail($$$$) { 
  local ($from, $to, $subject, $body) = @_; 
 
# subject を MIME エンコード & JIS 変換 
  $subject = mimeencode( jcode'jis($subject) ); 
# 本文を JIS 変換 
  $body = jcode'jis($body); 
 
  open MAIL, "|/usr/lib/sendmail -f $from -t $to"; 
  print MAIL "From: $from¥n"; 
  print MAIL "Subject: $subject¥n"; 
  print MAIL "To: $to¥n"; 
  print MAIL "¥n"; 
  print MAIL "$body¥n"; 
  close MAIL; 
} #end：my_sendmail 
} #end：mail 
 
#---実行時間書き込み--- 
#open(TIME, ">>/export/local/apache/cgi-bin/semis/018/after/time.txt"); 
#    print TIME "$year/$mon/$mday--$hour:$min:$sec¥n"; 
#    close TIME; 
 
#===日付取得=== 
sub time { 
  ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday)=localtime(time); 
  $mon=$mon+1; 
 
  if($year < 70){ 
    $year += 2000; 
  }elsif($year < 1000){ 
    $year += 1900; 
  } 
  $hour = sprintf("%02d",$hour); 
  $min = sprintf("%02d",$min); 
  $sec = sprintf("%02d",$sec); 
  $wday = ('日','月','火','水','木','金','土')[$wday]; 
  $date = "$year年$mon月$mday日($wday)"; 
 
} #end：time 
 
#===級文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
} #end：ln 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#========================================= 
#   拡張版--マイメニュー解除(kaijo.cgi) 
#========================================= 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #表示画面番号(1～3) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$p1=$in{p1}; #パスワード 
$salt=**; 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
if($m==1){ 
  &kakunin; #マイメニュー解除の確認 
}elsif($m==2){ 
  &pass;  #パスワード入力 
}elsif($m==3){ 
  &kaijo_check; #解除（確認） 
} 
 
#===マイメニュー解除の確認[m=1]=== 
sub kakunin { 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>マイメニュー解除</center><hr>¥n"; 
  $data .= "ﾏｲﾒﾆｭｰを解除いたします。解除にはパスワードが必要になります。解除しますか。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=kaijo.cgi?usr=$usr&m=2>1.解除する</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.戻る</a>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：kakunin 
 
#===パスワード入力[m=2]=== 
sub pass { 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font></center><hr>¥n"; 
  $data .= "<form action=kaijo.cgi method=POST>¥n"; 
  $data .= "ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力<br>Input password<br><input type=password name=p1><br>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
  $data .= "<input type=hidden name=m value=3>¥n"; 
  $data .= "<input type=submit name=submit value=決定><br>(OK)</form>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：pass 
 
#===解除[m=3]=== 
sub kaijo_check { 
#ユーザフォルダのパスワードファイル(password.txt)からユーザ名とパスワードを読み込み、 
#ユーザ名とパスワードが一致しているかを調べる。 
  $flg=0; 
  if($p1){ 
    chdir "usr"; 
    open (PASS, "password.txt"); 
    while(<PASS>){ 
      chop; 
      @tmp=split(/,/); 
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      if($usr eq $tmp[0]){ 
        if(crypt($p1,$tmp[1]) eq $tmp[1]){ 
          $flg=1; 
          last; 
        }else{ 
          $data .= "<form method=POST action=kaijo.cgi>¥n"; 
          $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
          $data .= "パスワードが間違っています。<br>¥n"; 
          $data .= "Passeord is<br>incorrect.<br>(Re-enter)<br>¥n"; 
          $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
          $data .= "<input type=hidden name=m value=2>¥n"; 
          $data .= "<input type=submit name=submit value=再入力></form>¥n"; 
        } 
      } 
    } 
    close PASS; 
 
#---ユーザ名とパスワードが一致した場合--- 
    if($flg==1){ 
      &kaijo; 
    } 
 
#---パスワードが入力されていない場合--- 
  }else{ 
    $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>---ERROR---</center><hr>¥n"; 
    $data .= "パスワードが入力されていません。<br><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=kaijo.cgi?usr=$usr&m=2>戻る</a>¥n"; 
  } 
chdir "../"; 
 
#---パラメータ--- 
#  if($flg==0){ 
#    $flg_="間違い"; 
#  }elsif($flg==1){ 
#    $flg_="正しい"; 
#  } 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>パスワードが正しいか</font>：flg=$flg(<font size=-1>$flg_</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：kaijo_check 
 
#===解除=== 
sub kaijo { 
#---ユーザ名フォルダとその中のファイルを削除--- 
  chdir "$usr"; 
  unlink "career.txt"; 
  unlink "jaku.txt"; 
  unlink "point.txt"; 
  unlink "log.txt"; 
 
  $i=2; 
  while($i<6){ 
    unlink "$i-sei-1test.txt"; 
    unlink "$i-go-1test.txt"; 
    unlink "$i-all-1test.txt"; 
    unlink "$i-sei-2test.txt"; 
    unlink "$i-go-2test.txt"; 
    unlink "$i-all-2test.txt"; 
    unlink "$i-next.txt"; 
    unlink "$i-clear.txt"; 
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    $j=1; 
    while($j<6){ 
      unlink "$i-$j-mymon.txt"; 
      unlink "$i-$j-new.txt"; 
      $j++; 
    } 
    $i++; 
  }  
  unlink "2jun-sei-1test.txt"; 
  unlink "2jun-go-1test.txt"; 
  unlink "2jun-all-1test.txt"; 
  unlink "2jun-sei-2test.txt"; 
  unlink "2jun-go-2test.txt"; 
  unlink "2jun-all-2test.txt"; 
  unlink "2jun-next.txt"; 
  unlink "2jun-clear.txt"; 
 
  $k=1; 
  while($k<6){ 
    unlink "2jun-$k-mymon.txt"; 
    unlink "2jun-$k-new.txt"; 
    $k++; 
  } 
  chdir "../"; 
  rmdir "$usr"; 
 
#---ユーザフォルダのパスワードファイル(password.txt)からユーザを削除--- 
  open(PIN,"password.txt"); 
  @lines_p = <PIN>; 
  close(PIN); 
  $top_p = shift(@lines_p); 
  $flag_p=0; 
  foreach (@lines_p) { 
    ($p_usr,$password) = split(/,/); 
    if ($flag_p==0 && $p_usr eq $usr) { 
      if ($p_usr eq "" or $password eq "") { 
        $flag_p=2; 
      }else{ 
        $flag_p=1; 
      } 
    }elsif($flag_p == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new_p,$_); 
    } 
  } 
  unshift(@new_p,$top_p); 
  open(POUT,">password.txt"); 
  print POUT @new_p; 
  close(POUT); 
 
#---ユーザフォルダのメールファイル(mail.txt)からユーザを削除--- 
  open(MIN,"mail.txt"); 
  @lines_m = <MIN>; 
  close(MIN); 
  $top_m = shift(@lines_m); 
  $flag_m=0; 
  foreach (@lines_m) { 
    ($m_usr,$mail) = split(/,/); 
    if ($flag_m==0 && $m_usr eq $usr){ 
      if ($m_usr eq "" or $mail eq "") { 
        $flag_m=2; 
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      }else{ 
        $flag_m=1; 
      } 
    }elsif($flag_m == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new_m,$_); 
    } 
  } 
  unshift(@new_m,$top_m); 
  open(MOUT,">mail.txt"); 
  print MOUT @new_m; 
  close(MOUT); 
 
#---ユーザフォルダのポイントファイル(point.txt)からユーザを削除--- 
  open(POIN,"point.txt"); 
  @lines_po = <POIN>; 
  close(POIN); 
  $top_po = shift(@lines_po); 
  $flag_po=0; 
  foreach (@lines_po) { 
    ($po_usr,$point) = split(/,/); 
    if ($flag_po==0 && $po_usr eq $usr){ 
      if ($po_usr eq "" or $point eq "") { 
        $flag_po=2; 
      }else{ 
        $flag_po=1; 
      } 
    }elsif($flag_po == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new_po,$_); 
    } 
  } 
  unshift(@new_po,$top_po); 
  open(POOUT,">point.txt"); 
  print POOUT @new_po; 
  close(POOUT); 
 
  chdir "../"; 
 
#---解除終了の表示--- 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>登録解除</center><hr>¥n"; 
  $data .= "ﾏｲﾒﾆｭｰ解除しました。<br><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/kanji/system/top.html>
漢字の世界</a>¥n"; 
} 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#htmlout:end 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=================================== 
#   拡張版--マイ問題集(mymon.cgi) 
#=================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1～3) 
$q_a=$in{q_a}; #マイ問題集の表示画面(1～3) 
$con=$in{con}; #新しい問題出題後、一度マイ問題集を終了しているか 
$a_=$in{a_}; #選択肢1 
$b_=$in{b_}; #選択肢2 
$c_=$in{c_}; #選択肢3 
$d_=$in{d_}; #選択肢4 
$q_=$in{q_}; #問題 
$bun1_=$in{bun1_};#分野1(1～5) 
$bun2_=$in{bun2_};#分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
$id_=$in{id_}; #問題ID 
$cor=$in{cor}; #正解数 
$st=$in{st}; #問題位置(0:最初,1:29問目まで,2:最後) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
$ex=$in{ex}; #問題を戻っているか判断する番号(1～51) 
$ans=$in{ans}; #解答 
$c_a_=$in{c_a_};#正解 
$seigo_=$in{seigo_};#正誤(0 or 1) 
$co=$in{co}; #問題番号 
$nani=$in{nani}; #選択分野 
$new=$in{new}; #新しい問題か否か(0 or 1) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
if($m==1){ 
  &top;  #マイ問題集トップページ 
}elsif($m==2){ 
  &sentaku; #分野選択 
}elsif($m==3){ 
  &mymon;  #マイ問題集 
}elsif($m==4){ 
  &what_mymon; #マイ問題集とは 
} 
 
#===マイ問題集トップページ[m=1]=== 
sub top { 
  &ln; 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>$ln級模試問題集</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=2&usr=$usr&l=$l>1.分野選択</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rireki.cgi?&usr=$usr&ba=1&l=$l>2.模試結果確認</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0&m=1>3.模試解答</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=4&usr=$usr&l=$l>4.マイ問題集とは</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</a>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
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}#end：top 
 
#===分野選択[m=2]=== 
sub sentaku{ 
  &ln; 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：分野選択]</font>¥n"; 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>$ln級模試問題集</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=1&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0>1.読み問題</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=2&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0>2.書き問題</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=3&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0>3.対義語類義語</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=4&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0>4.四字熟語</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=5&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0>5.知識問題</a><br>¥n";  
$data .= "<a href=mymon.cgi?m=1&usr=$usr&l=$l>0.戻る</a>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
}#end：sentaku 
 
#===マイ問題集[m=3]=== 
sub mymon { 
  if($q_a==1){ 
    &mondai; #問題表示 
  }elsif($q_a==2){ 
    &kotae; #答え表示 
  } 
}#end：mymon 
 
#===問題[mm=1]=== 
sub mondai { 
#選択分野の新しい問題ファイル($l-$nani-new.txt)がある場合は問題ベースから問題を取得する。 
#ない場合は、ユーザ名フォルダから問題を取得する。 
  $new=1; 
  open(NEW,"$l-$nani-new.txt") or $new=0; 
 
  if($new==1){ 
#---問題ベースから新しい問題を取得--- 
    if($con==1){ 
      chdir "../"; 
      chdir "../"; 
      chdir "$l"; 
 
      if($nani==1){ 
        $txt="1-yomi.txt"; 
      }elsif($nani==2){ 
        $txt="2-kaki.txt"; 
      }elsif($nani==3){ 
        $txt="3-tairui.txt"; 
      }elsif($nani==4){ 
        $txt="4-yoji.txt"; 
      }elsif($nani==5){ 
        $txt="5-chishiki.txt"; 
      } 
#---ユーザ名フォルダから前回出題された新しい問題--- 
    }else{ 
      if($nani==1){ 
        $txt="$l-1-new.txt"; 
      }elsif($nani==2){ 
        $txt="$l-2-new.txt"; 
      }elsif($nani==3){ 
        $txt="$l-3-new.txt"; 
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      }elsif($nani==4){ 
        $txt="$l-4-new.txt"; 
      }elsif($nani==5){ 
        $txt="$l-5-new.txt"; 
      } 
    } 
 
#---模試に出された問題--- 
  }else{ 
    if($nani==1){ 
      $txt="$l-1-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==2){ 
      $txt="$l-2-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==3){ 
      $txt="$l-3-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==4){ 
      $txt="$l-4-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==5){ 
      $txt="$l-5-mymon.txt"; 
    } 
  } 
  &open; 
 
#---$txt(問題取得場所によって異なる)の問題がなくなった場合--- 
  if($i==0){ 
    &nothing; 
  }else{ 
    if($con==1){ 
      chdir "../"; 
      chdir "usr"; 
      chdir "$usr"; 
      &check; 
    } 
    &toi; 
    &question; 
  } 
}#end：mondai 
 
#===問題の設定=== 
sub open{ 
#各分野のファイルから問題をランダムに取得する。 
  open(Q,"$txt"); 
  @q=<Q>; 
  close Q; 
 
  $i=0; 
  foreach(@q) { 
 
#---問題取得場所が問題ベースの場合--- 
    if($con==1){ 
      ($id[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i]) = split(/<>/); 
    }else{ 
      ($id[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i],$seigo[$i]) =  
split(/,/); 
    } 
    $i++; 
  } 
  $r=int(rand($i)); 
}#end：open 
 
#===マイ問題集から問題がなくなったとき=== 
sub nothing { 
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  &ln; 
 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：出題方法]</font>¥n"; 
  $data .= "<form action=mymon.cgi method=POST>¥n"; 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
 
#---模試で出題された問題が全て終了した場合--- 
  if($new==0){ 
    $data .= "模試で出題された問題は終了しました。<hr>¥n"; 
    open(MKFIKE,">$l-$nani-new.txt"); 
    close MKFILE; 
  }else{ 
    $data .= "前回出題された問題は終了しました。<hr>¥n"; 
  } 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=3&q_a=1&con=1&l=$l&co=1&st=$st&cor=$cor&ex=$ex&nani=$nani>1.
新しい問題</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=1&l=$l>2.終了</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</a>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>問題数</font>：i=$i<br>¥n"; 
#  if($nani==1){ 
#    $bn="読み"; 
#  }elsif($nani==2){ 
#    $bn="書き"; 
#  }elsif($nani==3){ 
#    $bn="類義語対義語"; 
#  }elsif($nani==4){ 
#    $bn="四字熟語"; 
#  }elsif($nani==5){ 
#    $bn="知識"; 
#  } 
#  $data .= "<font size=-1>選択分野</font>：nani=$nani(<font size=-1>$bn</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
}#end：nothing 
 
#===問題重複チェック=== 
sub check { 
#設定した問題が前回出題されていないかを調べる。 
 
#---clear.txtとの重複チェック--- 
  open(CHECK,"$l-clear.txt"); 
  while(<CHECK>){ 
    chomp; 
    @tmp=split(/,/); 
 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==9) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-clear.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      }else{ 
        $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-clear.txt"); 
      } 
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    } 
  }   
  close CHECK; 
 
#---new.txtとの重複チェック--- 
  open(CHECK,"$l-$nani-new.txt"); 
  while(<CHECK>){ 
    chomp; 
    @tmp=split(/,/); 
 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==$i) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-$nani-new.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      }else{ 
        $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-$nani-new.txt"); 
      } 
    } 
  }   
  close CHECK; 
}#end：check 
 
#===問の設定=== 
sub toi { 
  if($bun2[$r]==11) { 
    $toi="次の漢字の読みを答えなさい"; 
    $bunya1="読み"; 
    $bunya2="読み"; 
  } elsif($bun2[$r]==21) { 
    $toi="次の文のカタカナに当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="書き"; 
    $bunya2="書き"; 
  } elsif($bun2[$r]==31) { 
    $toi="次の漢字の対義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="対義語"; 
  } elsif($bun2[$r]==32) { 
    $toi="次の漢字の類義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="類義語"; 
  } elsif($bun2[$r]==41) { 
    $toi="次の□の部分に漢字を埋めて四字熟語を完成させなさい"; 
    $bunya1="四字熟語"; 
    $bunya2="四字熟語"; 
  } elsif($bun2[$r]==51) { 
    $toi="正しい熟語の読みの組み合わせを選びなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="音訓"; 
  } elsif($bun2[$r]==52) { 
    $toi="次の漢字の部首を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="部首"; 
  } elsif($bun2[$r]==53) { 
    $toi="次の漢字の画数を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="画数"; 
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  } elsif($bun2[$r]==54) { 
    $toi="次の文の中で間違って使用されている漢字があります。答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="誤字訂正"; 
  } elsif($bun2[$r]==55) { 
    $toi="次の□に当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="同音"; 
  } elsif($bun2[$r]==56) { 
    $toi="次の漢字の意味を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="語彙"; 
  } 
}#end：toi 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
}#end：ln 
 
#===問題表示=== 
sub question { 
  $c_a=$correct_ans[$r]; #正解 
  $q=$question[$r]; #問題 
  $a_=$a[$r];  #選択肢1 
  $b_=$b[$r];  #選択肢2 
  $c_=$c[$r];  #選択肢3 
  $d_=$d[$r];  #選択肢4 
  $seigo_=$seigo[$r]; #正誤 
  $bun1_=$in{bun1_}; #分野1(1～5) 
  $bun2_=$in{bun2_}; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
  $id_=$in{id_};  #問題ID 
  &ln; 
 
#---戻った場合--- 
  if($ex_>$ex){ 
    &back_ng; 
 
#---問題表示--- 
  }else{ 
#    $data .= "<font color=red>[拡張：出題方法]</font>¥n"; 
    $data .= "<form action=mymon.cgi method=POST>¥n"; 
    $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
    $data .= "＜$bunya1＞<br>$bunya2問題<br>$toi<hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$q_<br>¥n"; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d[$r] eq "＊") { 
      $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br><hr>¥n"; 
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#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
      $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<br>4.$d[$r]<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br>¥n"; 
      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=4><br><hr>¥n"; 
    } 
    $ex++; 
 
    $data .= "<input type=hidden name=a_ value=$a_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=b_ value=$b_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_ value=$c_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=d_ value=$d_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=q_ value=$q_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun1_ value=$bun1_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun2_ value=$bun2_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=id_ value=$id_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=l value=$l>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=cor value=$cor>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=co value=$co>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=ex value=$ex>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_a_ value=$c_a_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=seigo_ value=$seigo_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=st value=$st>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=m value=3>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=q_a value=2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=nani value=$nani>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=new value=$new>¥n"; 
 
#---新しい問題で、模試で出題された問題の続きの場合--- 
    if($con==1){ 
      $data .= "<input type=hidden name=con value=1>¥n"; 
    } 
    $data .= "<center><input type=submit value=次へ></center></form>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "----------<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$co<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題ID</font>：id_=$id_<br>¥n"; 
# 
#    if($con ne 1){ 
#      $data .= "<font size=-1>問題数</font>：i=$i<br>¥n"; 
# 
#      if($seigo_==0){ 
#        $se=2; 
#      }elsif($seigo_==1){ 
#        $se=1; 
#      } 
#      $data .= "<font size=-1>正誤</font>：seigo_=$seigo_(<font size=-1>あと$se 回正解でクリアー
</font>)<br>¥n"; 
#    } 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
  } 
}#end：question 
 
#===戻ったときの表示=== 
sub back_ng { 
  $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版</font><br>マイ問題集</center><hr>¥n"; 
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  $data .= "一度戻って同じ問題を解答できません。¥n"; 
  $data .= "最初からマイ問題集を行ってください。¥n"; 
  $data .= "解答は全て無効になります。<hr>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymon.cgi?usr=$usr&m=1&l=$l>0.戻る</A>¥n"; 
}#end：back_ng 
 
#===答え[mm=2]=== 
sub kotae { 
  &ln; 
 
#---問題を戻った場合--- 
  if($ex_>$ex){ 
    &back_ng; 
 
  }else{ 
#---表示する答えの設定--- 
    if($c_a_==1){ 
      $kotae=$a_; 
    }elsif($c_a_==2){ 
      $kotae=$b_; 
    }elsif($c_a_==3){ 
      $kotae=$c_; 
    }elsif($c_a_==4){ 
      $kotae=$d_; 
    } 
 
#---正解の場合、$corに1を追加--- 
    if($con==1){ 
      chdir "../"; 
      chdir "usr"; 
      chdir "$usr"; 
    } 
 
    if($ans eq $c_a_){ 
      open(PASS, ">>point.txt"); 
      print PASS "1¥n"; 
      close PASS; 
    } 
 
#---新しい問題のときのファイル書き込み--- 
    if($con==1){ 
      if($ans eq $c_a_){ 
        $cor_mis="1"; 
      }else{ 
        $cor_mis="0"; 
      } 
      open(NEW, ">>$l-$nani-new.txt"); 
      print NEW "$id_,$q_,$a_,$b_,$c_,$d_,$c_a_,$bun1_,$bun2_,$cor_mis¥n"; 
      close NEW; 
    } 
 
#---問題ファイルの書き換え--- 
    if($new==0){ 
      $filename="$l-$nani-mymon.txt"; 
    }elsif($new==1){ 
      $filename="$l-$nani-new.txt"; 
    } 
 
#---模試で不正解($seigo_==0)だった場合--- 
    if($seigo_ eq 0){ 
      if($c_a_ eq $ans){ 
        &sakujo; 
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        open(WRITE, ">>$filename"); 
        print WRITE "$id_,$q_,$a_,$b_,$c_,$d_,$c_a_,$bun1,$bun2,1¥n"; 
        close WRITE; 
      } 
#---模試で正解orマイ問で1回正解($seigo_=1)だった場合--- 
    }elsif($seigo_ eq 1){ 
      if($c_a_ eq $ans){ 
        &sakujo; 
        open(CLEAR, ">>$l-clear.txt"); 
        print CLEAR "$id_¥n"; 
        close CLEAR; 
      }else{ 
        &sakujo; 
        open(WRITE, ">>$filename"); 
        print WRITE "$id_,$q_,$a_,$b_,$c_,$d_,$c_a_,$bun1,$bun2,0¥n"; 
        close WRITE; 
      } 
    } 
    $ex++; 
 
#---答え表示--- 
    $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$q_<br>¥n"; 
    $co++; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d_ eq "＊") { 
      $data .= "1.$a_<br>2.$b_<br>3.$c_<hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
      $data .= "1.$a_<br>2.$b_<br>3.$c_<br>4.$d_<hr>¥n"; 
    } 
    $data .= "正解<br>$c_a_.$kotae<hr>¥n"; 
 
#---模試で出題された問題が終了して、新しい問題の場合--- 
    if($con==1){ 
      $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=3&q_a=1&con=1&l=$l&co=$co&st=$st&cor=$cor&ex=$ex& 
nani=$nani>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    }else{ 
      $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=3&q_a=1&l=$l&co=$co&st=$st&cor=$cor&ex=$ex&nani=$nani 
&id_=$id_>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    } 
    $data .= "<a href=mymon.cgi?m=2&usr=$usr&l=$l>1.分野選択</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $co_=$co-1; 
#    $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題ID</font>：id_=$id_<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
  } 
}#end：kotae 
 
#===問題ファイルから1行削除=== 
sub sakujo { 
#問題ファイル($filename：模試で出題された問題か、新しい問題かによって異なる)から 
#2回正解した問題を削除する。 
  open(IN,"$filename"); 
  @lines = <IN>; 
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  close IN; 
  $flag=0; 
  foreach (@lines) { 
    ($id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo) = split(/,/); 
 
#---$flgが0で2回正解した問題とファイルの問題が一致した場合--- 
    if ($flag==0 && $q eq $q_) { 
      if ($q eq "") { 
        $flag=2; 
      }else{ 
        $flag=1; 
      } 
    }elsif($flag == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new,$_); 
    } 
  } 
  open(OUT,">$filename"); 
  print OUT @new; 
  close OUT; 
}#end：sakujo 
 
#===マイ問題集とは[m=4]=== 
sub what_mymon { 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>マイ問題集とは</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "模試の結果よりあなた用の問題を作成しました。間違えた問題、苦手ジャンルの問題が多くなってい
ますので、繰り返し学習しましょう。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=1&usr=$usr&l=$l>0.戻る</a>¥n"; 
}#end：what_mymon 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===日付取得=== 
sub time{ 
  #$ENV{'TZ'} = "JST-9"; 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
  $mon++; 
}#end：time 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#==================================== 
#   拡張版--正解を見る(seikai.cgi) 
#==================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
$c_a=$in{c_a}; #正解 
$co=$in{co}; #問題番号 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$r=$in{r}; #行番号 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1～4) 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
if($m==1){ 
  &sentaku; #表示順の選択 
}elsif($m==2){ 
  &all;  #模試の順に表示 
}elsif($m==3){ 
  &go_sei; #誤答・正答の順に表示 
}elsif($m==4){ 
  &go;  #誤答だけ表示 
} 
 
#===表示順の選択(m=1)=== 
sub sentaku { 
  &ln; 
 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：正解¥表¥示¥]</font>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版</font><br>$ln級 正解を見る</CENTER><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=1&r=0&m=2>1.模試の順番</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0&m=3>2.誤答→正答</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0&m=4>3.誤答だけ</a><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1>戻る</a><br>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr>メインメニュー</A>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
}#end：sentaku 
 
#===模試の順番に表示(m=2)=== 
sub all { 
  &time; 
  open(SE, "$l-all-$no"); 
  &hyoji; 
 
#---最終問題の場合--- 
  if($co==51){ 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  }else{ 
    $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=2>1.次の問題</a><br>¥n"; 
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    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  } 
 
#---パラメータ--- 
#  $co_=$co-1; 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥</font>：m=$m(<font size=-1>模試の順番</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥問題数</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
}#end：all 
 
#===誤答→正答の順に表示(m=3)=== 
sub go_sei{ 
  &time; 
  &sei_count; 
  &go_count; 
 
#---問題番号が誤答数より小さい場合、誤答を表示--- 
  if($co<=$g){ 
    open(SE, "$l-go-$no"); 
    &hyoji; 
    $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=3>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
 
#---問題番号が誤答数より大きい場合、正答を表示--- 
  }elsif($co>$g){ 
    open(SE, "$l-sei-$no"); 
    &hyoji; 
 
#---正答の最終問題の場合--- 
    if($r==$s){ 
      $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
    }else{ 
      $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=3>1.次の問題</a><br>¥n"; 
      $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
    } 
  } 
#---パラメータ--- 
#  $co_=$co-1; 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥</font>：m=$m(<font size=-1>誤答→正答</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>誤答数</font>：g=$g<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>正答数</font>：s=$s<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥問題数</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
}#end：go_sei 
 
#===誤答だけ表示(m=4)=== 
sub go { 
  &time; 
  &go_count; 
  open(SE, "$l-go-$no"); 
  &hyoji; 
 
#---誤答の最終問題の場合--- 
  if($co==$g+1){ 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  }else{ 
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    $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=4>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  } 
 
#---パラメータ--- 
#  $co_=$co-1; 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥</font>：m=$m(<font size=-1>誤答だけ</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>誤答数</font>：g=$g<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥問題数</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
}#end：go 
 
#===時間取得=== 
sub time { 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
  $mon++; 
 
  if($day<16){ 
    $no="1test.txt"; 
  }elsif($day>15){ 
    $no="2test.txt"; 
  } 
}#end：time 
#===正答数カウント=== 
sub sei_count { 
#ユーザ名フォルダの正答ファイル($l-sei-$no)からデータを読み込み、行数で正解数を数える。 
 
  open(SEI, "$l-sei-$no"); 
  @sei=<SEI>; 
  close SEI; 
 
  $s=0; 
  foreach(@sei) { 
    ($id[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s],$ans[$s],$seigo[$s],) = 
split(/,/); 
    $s++; 
  } 
}#end：sei_count 
 
#===誤答数カウント=== 
sub go_count { 
#ユーザ名フォルダの誤答ファイル($l-go-$no)をからデータを読み込み、行数で正解数を数える。 
 
  open(GO, "$l-go-$no"); 
  @go=<GO>; 
  close GO; 
 
  $g=0; 
  foreach(@go) { 
    ($id[$g],$q[$g],$a[$g],$b[$g],$c[$g],$d[$g],$c_a[$g],$bun1[$g],$bun2[$g],$ans[$g],$seigo[$g],) = 
split(/,/); 
    $g++; 
  } 
}#end：go_count 
 
#===正解表示=== 
sub hyoji { 
  &ln; 
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  while(<SE>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $q[$i]=$tmp[0]; 
    $a[$i]=$tmp[1]; 
    $b[$i]=$tmp[2]; 
    $c[$i]=$tmp[3]; 
    $d[$i]=$tmp[4]; 
    $c_a[$i]=$tmp[5]; 
    $bun1[$i]=$tmp[6]; 
    $bun2[$i]=$tmp[7]; 
    $ans[$i]=$tmp[8]; 
    $seigo[$i]=$tmp[9]; 
    $bango[$i]=$tmp[10]; 
    $i++; 
  } 
  close SE; 
 
#---答えの設定--- 
  if($c_a[$r]==1){ 
    $kotae=$a[$r]; 
  }elsif($c_a[$r]==2){ 
    $kotae=$b[$r]; 
  }elsif($c_a[$r]==3){ 
    $kotae=$c[$r]; 
  }elsif($c_a[$r]==4){ 
    $kotae=$d[$r]; 
  } 
 
#---あなたの答えの設定--- 
  if($ans[$r]==1){ 
    $anata=$a[$r]; 
  }elsif($ans[$r]==2){ 
    $anata=$b[$r]; 
  }elsif($ans[$r]==3){ 
    $anata=$c[$r]; 
  }elsif($ans[$r]==4){ 
    $anata=$d[$r]; 
  } 
 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：正解¥表¥示¥]</font>¥n"; 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>$ln級 解説</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "$bango[$r]問<br>$q[$r]<br>¥n"; 
 
  $co++; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
  if($d[$r] eq "＊") { 
    $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
  }else{ 
    $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<br>4.$d[$r]<hr>¥n"; 
  } 
 
#---正誤の○×を設定--- 
  if($c_a[$r] eq $ans[$r]){ 
    $marubatsu="○"; 
  }else{ 
    $marubatsu="×"; 
  } 
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#---未解答の場合--- 
  if($ans[$r] eq ""){ 
    $data .= "あなたの答え<br>未解答&nbsp;&nbsp;×<br>¥n"; 
  }else{ 
    $data .= "あなたの答え<br>$ans[$r].$anata&nbsp;&nbsp;$marubatsu<br>¥n"; 
  } 
  $data .= "正解<br>$c_a[$r].$kotae<hr>¥n"; 
 
  $r++; 
 
#---誤答数+1が問題番号と同じ場合--- 
  if($co==$g+1){ 
    $r=0; 
  } 
}#end：hyoji 
 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
}#end：ln 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local2/bin/perl 
 
#=============================== 
#   拡張版---模試(test.cgi) 
#=============================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$st=$in{st}; #問題位置(0:最初,1:29問目まで,2:最後) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3～5) 
$ex=$in{ex}; #初めて作成される模試か(1 or 0) 
$r=$in{r}; #行番号 
$half=$in{half}; #途中から始めたか(0:続き) 
$no=$in{no}; #模試ファイルの名前(1test.txt,2test.txt) 
$ans=$in{ans}; #ユーザの答え 
$id=$in{id}; #問題ID 
$q=$in{q}; #問題 
$a=$in{a}; #選択肢1 
$b=$in{b}; #選択肢2 
$c=$in{c}; #選択肢3 
$d=$in{d}; #選択肢4 
$c_a=$in{c_a}; #正解番号(1～4) 
$bun1=$in{bun1}; #分野1(1～5) 
$bun2=$in{bun2}; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
$co=$in{co}; #問題番号 
$c0=$in{c0}; #全正解数 
$c1=$in{c1}; #読み正解数 
$c2=$in{c2}; #書き正解数 
$c3=$in{c3}; #対義語類義語正解数 
$c4=$in{c4}; #四字正解数 
$c5=$in{c5}; #知識正解数 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
#---問題ベースに移動--- 
chdir $l; 
 
#---模試ファイル検索--- 
#---最初の場合--- 
if($st==0){ 
  &time; 
  $sengetsu=$mon-1; 
 
#---1日～15日の場合は第1回目--- 
  if($day<16){ 
    $no="1test.txt"; 
    unlink "2test.txt"; 
#---16日～末日の場合は第2回目--- 
  }elsif($day>15){ 
    $no="2test.txt"; 
    unlink "1test.txt"; 
  } 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#---ユーザ名フォルダにある前の回の模試ファイルを削除--- 
  if($day<16){ 
    unlink "$l-2test.txt"; 
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  }elsif($day>15){ 
    unlink "$l-1test.txt"; 
  } 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
 
#模試が作成済みかを調べる。$h=1の場合は既に作成済み。$h=0の場合は作成されていない。 
  $ex=1; 
  open(SEARCH,"$no") or $ex=0; 
  close SEARCH; 
} 
 
#---問題ベースにある模試ファイルの問題数を調べる--- 
if($st==1){ 
  if($ex==1){ 
    open(SEARCH,"$no"); 
    @search=<SEARCH>; 
    close SEARCH; 
 
    $g=0; 
    foreach(@search){ 
      $g++; 
    } 
    if($g<$co){ 
      $ex=0; 
    } 
  } 
} 
 
#####拡張ここから##### 
#---ユーザ名フォルダの模試ファイルに問題、答えを書き込む--- 
#---初めではない場合--- 
if($st!=0){ 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
#---答えが正しい場合--- 
  if($ans eq $c_a){ 
    $seigo=1; 
#---間違っている場合--- 
  }else{ 
    $seigo=0; 
  } 
  $bango=$co-1; 
 
#解説の表示のためにファイルに書き込む。 
  open(ALL, ">>$l-all-$no"); 
  print ALL "$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
  close ALL; 
 
#---正答の場合--- 
  if($seigo==1){ 
    open(SEI, ">>$l-sei-$no"); 
    print SEI "$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
    close SEI; 
#---誤答の場合--- 
  }else{ 
    open(GO, ">>$l-go-$no"); 
    print GO "$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
    close GO; 
  } 
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#---ユーザ名フォルダのマイ問題集ファイルに問題を書き込む--- 
  if($bun1==1){ 
    open(MY, ">>$l-1-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==2){ 
    open(MY, ">>$l-2-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==3){ 
    open(MY, ">>$l-3-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==4){ 
    open(MY, ">>$l-4-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==5){ 
    open(MY, ">>$l-5-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  } 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
} 
#####拡張ここまで##### 
 
#---正解数カウント、表示--- 
#---模試が29問目までの場合--- 
if($st==1) { 
#---正答の場合--- 
  if($ans eq $c_a){ 
    if($bun1==1){ 
      $c1++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==2){ 
      $c2++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==3){ 
      $c3++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==4){ 
      $c4++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==5){ 
      $c5++; 
      $c0++; 
    } 
  } 
 
#---模試が最後の場合--- 
}elsif($st==2){ 
#---正答の場合--- 
  if($ans eq $c_a){ 
    if($bun1==5){ 
      $c5++; 
      $c0++; 
    } 
  } 
  &career; 
  &last; 
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} 
 
#---模擬試験--- 
#---1～10問目--- 
if($co<11){ 
  $txt="1-yomi.txt"; 
  $num=59; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---11～20問目--- 
}elsif($co=>10 and $co<21){ 
}elsif($co=>10 and $co<21){ 
  $txt="2-kaki.txt"; 
  $num=67; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---21～25問目--- 
}elsif($co=>20 and $co<26){ 
  $txt="3-tai.txt"; 
  $num=19; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---26～30問目--- 
  $txt="3-rui.txt"; 
  $num=18; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
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#---31～40問目--- 
}elsif($co=>30 and $co<41){ 
  $txt="4-yoji.txt"; 
  $num=40; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---41～49問目--- 
}elsif($co=>40 and $co<50){ 
  $txt="5-chishiki.txt"; 
  $num=47; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---50問目--- 
}elsif($co==50){ 
  $txt="5-chishiki.txt"; 
  $num=47; 
  $st=2; 
  $submit_value="終了"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
} 
 
#===問題の設定=== 
sub open { 
#問題ベースにある各分野のファイルから問題をランダムに取得する。 
  open(Q,$txt); 
  @q=<Q>; 
  close(Q); 
 
  $r=0; 
  foreach(@q) { 
    ($id[$r],$question[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r],$bunya2[$r]) =  
split(/<>/); 
   $r++; 
  } 
  $r=int(rand($num)); 
} #end：open 
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#===問題重複チェック=== 
sub check { 
#設定した問題が前回出題されていないかを調べる。 
  open(CHECK,"$no"); 
  while(<CHECK>){ 
  chomp; 
  @tmp=split(/,/); 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==$num) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"mymon-$l.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      } else { 
       $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$no"); 
      } 
    } 
  }   
  close CHECK; 
} #end：check 
 
#===テストファイルがある場合=== 
sub existance { 
  open(TE, "$no"); 
  while(<TE>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $id[$i]=$tmp[0]; 
    $question[$i]=$tmp[1]; 
    $a[$i]=$tmp[2]; 
    $b[$i]=$tmp[3]; 
    $c[$i]=$tmp[4]; 
    $d[$i]=$tmp[5]; 
    $correct_ans[$i]=$tmp[6]; 
    $bunya1[$i]=$tmp[7]; 
    $bunya2[$i]=$tmp[8]; 
    $i++; 
  } 
  close TE; 
} #end：existance 
 
#===問の設定=== 
sub toi { 
  if($bunya2[$r]==11) { 
    $toi="次の漢字の読みを答えなさい"; 
    $bunya1="読み"; 
    $bunya2="読み"; 
  } elsif($bunya2[$r]==21) { 
    $toi="次の文のカタカナに当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="書き"; 
    $bunya2="書き"; 
  } elsif($bunya2[$r]==31) { 
    $toi="次の漢字の対義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="対義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==32) { 
    $toi="次の漢字の類義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
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    $bunya2="類義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==41) { 
    $toi="次の□の部分に漢字を埋めて四字熟語を完成させなさい"; 
    $bunya1="四字熟語"; 
    $bunya2="四字熟語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==51) { 
    $toi="正しい熟語の読みの組み合わせを選びなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="音訓"; 
  } elsif($bunya2[$r]==52) { 
    $toi="次の漢字の部首を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="部首"; 
  } elsif($bunya2[$r]==53) { 
    $toi="次の漢字の画数を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="画数"; 
  } elsif($bunya2[$r]==54) { 
    $toi="次の文の中で間違って使用されている漢字があります。答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="誤字訂正"; 
  } elsif($bunya2[$r]==55) { 
    $toi="次の□に当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="同音"; 
  } elsif($bunya2[$r]==56) { 
    $toi="次の漢字の意味を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="語彙"; 
  } 
} #end：toi 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
} #end：ln 
 
#===問題表示=== 
sub question { 
  $id=$id[$r];  #問題ID 
  $q=$question[$r]; #問題 
  $a=$a[$r];  #選択肢1 
  $b=$b[$r];  #選択肢2 
  $c=$c[$r];  #選択肢3 
  $d=$d[$r];  #選択肢4 
  $c_a=$correct_ans[$r]; #正解番号(1～4) 
  $bun1=$bunya1[$r]; #分野1(1～5) 
  $bun2=$ bunya1[$r]; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
  &ln; 
 
#---戻った場合--- 
  chdir "../"; 
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  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
  open(TSUGI, "$l-next.txt"); 
  @next=<TSUGI>; 
  close TSUGI; 
 
  foreach(@next) { 
    ($co_,$c0_,$c1_,$c2_,$c3_,$c4_,$c5_) = split(/,/); 
  } 
 
#---戻って解答しようとした場合--- 
  if($co_>$co){ 
    $co=$co_; 
    $c0=$c0_; 
    $c1=$c1_; 
    $c2=$c2_; 
    $c3=$c3_; 
    $c4=$c4_; 
    $c5=$c5_; 
    $r=$co-1; 
 
    $data .= "<CENTER><font color=green>＋α版</font><br>模試問題</center><hr>¥n"; 
    $data .= "既に解答済です。続きから行ってください。<hr>¥n"; 
    $data .= "<a href=test.cgi?usr=$usr&l=$l&r=$r&half=0&co=$co&st=0&bun=0&c0=$c0&c1=$c1&c2=$c2& 
c3=$c3&c4=$c4&c5=$c5>1.続きを行う</a><br>¥n"; 
    $data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr>0.戻る</A>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#    $co=$co-1; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$co<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>解答した問題数</font>：co_=$co_<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
 
#---戻っていない場合--- 
  }else{ 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
 
#---模試ファイルがない場合--- 
    if($ex==0) { 
      chdir "$l"; 
      open(PASS, ">>$no"); 
      print PASS "$id[$r],$question[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r], 
$bunya2[$r]¥n"; 
      close PASS; 
      chdir "../"; 
    } 
 
    $data .= "<form action=test.cgi method=POST>¥n"; 
    $data .= "<center>$ln級 模擬試験</center><hr>¥n"; 
    $data .= "＜$bunya1＞<br>$bunya2問題<br>$toi<hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$q<br>¥n"; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d eq "＊"){ 
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      $data .= "1.$a<br>2.$b<br>3.$c<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br><hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
      $data .= "1.$a<br>2.$b<br>3.$c<br>4.$d<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br>¥n"; 
      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=4><br><hr>¥n"; 
    } 
    $co++; 
    $r++; 
 
    $data .= "<input type=hidden name=co value=$co>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=id value=$id>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=q value=$q>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=a value=$a>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=b value=$b>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c value=$c>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=d value=$d>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_a value=$c_a>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun1 value=$bun1>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun2 value=$bun2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c0 value=$c0>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c1 value=$c1>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c2 value=$c2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c3 value=$c3>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c4 value=$c4>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c5 value=$c5>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=st value=$st>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=no value=$no>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=ex value=$ex>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=r value=$r>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=l value=$l>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
    $data .= "<center><input type=submit value=$submit_value></center></form>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "----------<br>¥n"; 
#    $count=$co-1; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$count<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題ID</font>：id=$id<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>全正解数</font>：c0=$c0<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>読み正解数</font>：c1=$c1<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>書き正解数</font>：c2=$c2<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>対類正解数</font>：c3=$c3<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>四字正解数</font>：c4=$c4<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>知識正解数</font>：c5=$c5<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
    chdir "usr"; 
    chdir "$usr"; 
 
#---ユーザ名フォルダのnext.txtに次を書き込む--- 
    open(NEXT, ">$l-next.txt"); 
    print NEXT "$co,$c0,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5¥n"; 
    close NEXT; 
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#---途中から始めていない場合--- 
    if($half ne 0){ 
      open(PASS, ">>$l-$no") or print "E:25<br>¥n"; 
      print PASS "$id[$r],$question[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r], 
$bunya2[$r]¥n"; 
      close PASS; 
    } 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
  } 
} #end：question 
 
#===模試終了後の表示=== 
sub last { 
  &time; 
  &ln; 
 
#####拡張ここから##### 
#---正解数が34問以下の場合--- 
  if($c0<35){ 
    $docchi="残念！"; 
    $gohi="不合格"; 
    $bun="もう少し実力をつけよう。"; 
#---35問以上の場合--- 
  }elsif($c0>=35){ 
    $docchi="やったね！"; 
    $gohi="合格"; 
    $bun="おめでとう。"; 
  } 
  $ten=$c0*2; 
  $data .= "<font color=red>[＋α：模試結果¥表¥示¥]</font>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><font color=green>＋α版</font><br>模試結果<hr>¥n"; 
  $data .= "$docchi<br>$gohi</center><br>¥n"; 
  $data .= "$bun$mon月$ln級模試結果は$ten点で$gohiです。次回の模試迄はマイ問題集になります。¥n"; 
  $data .= "復習してもっと実力をつけましょう。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1>1.正解を見る</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1>2.ランキング</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1>3.マイ問題集</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr>0.メインメニュー</a>¥n"; 
#####拡張ここまで##### 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ポイント</font>：point=$point<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>全正解数</font>：c0=$c0<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>読み正解数</font>：c1=$c1<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>書き正解数</font>：c2=$c2<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>対類正解数</font>：c3=$c3<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>四字正解数</font>：c4=$c4<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>知識正解数</font>：c5=$c5<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：last 
 
#===日付取得=== 
sub time{ 
  #$ENV{'TZ'} = "JST-9"; 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
  $mon++; 
} #end：time 
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#===履歴書き込み=== 
sub career { 
  &time; 
 
#---ポイントの取得--- 
#---35問以上正解の場合--- 
  if($c0 >= 35){ 
    $point=6; 
#---34問以下の場合--- 
  }elsif($c0 < 35){ 
    $point=3; 
  } 
 
#---ユーザ名フォルダの履歴ファイル(career.txt)に履歴を書き込む--- 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
  open(PASS, ">>career.txt"); 
  print PASS "$mon,$day,$l,$c0,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5,$point¥n"; 
  close PASS; 
 
#---ユーザ名フォルダの弱点ファイル(jaku.txt)に弱点を書き込む--- 
#履歴ファイルから各分野の点数を取得し、低い順に並べ替えて書き込む。 
  open(CA, "career.txt"); 
  @ca=<CA>; 
  @rev = reverse @ca; 
  close CA; 
 
  $r=0; 
  foreach(@rev) { 
    ($mon[$r],$day[$r],$l[$r],$c0[$r],$c1[$r],$c2[$r],$c3[$r],$c4[$r],$c5[$r],$point[$r]) = 
split(/<>/); 
 $r++; 
  } 
  open(JA, ">jaku.txt"); 
  print JA "1,$c1¥n"; 
  print JA "2,$c2¥n"; 
  print JA "3,$c3¥n"; 
  print JA "4,$c4¥n"; 
  print JA "5,$c5¥n"; 
  close JA; 
 
  open(JAKU, "jaku.txt"); 
  @jaku=<JAKU>; 
  close JAKU; 
 
  $g=0; 
  foreach(@jaku) { 
    ($b_no[$g],$b_point[$g]) = split(/,/); 
    $g++; 
  } 
 
  for($i=0; $i<5; $i++){ 
    for($j=0; $j<5; $j++){ 
      if($b_point[$i] < $b_point[$j]){ 
        $tmp=$b_point[$i]; 
        $b_point[$i]=$c[$j]; 
        $b_point[$j]=$tmp; 
        $tmp=$b_no[$i]; 
        $b_no[$i]=$b_no[$j]; 
        $b_no[$j]=$tmp; 
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      }  
    } 
  } 
  unlink "jaku.txt"; 
 
  open(JAKUTEN, ">>jaku.txt"); 
  for($i=0; $i<5; $i++){ 
    print JAKUTEN "$b_no[$i],$b_point[$i]"; 
  } 
  close JAKUTEN; 
 
#---問題ベースの各分野のランキングテキストにランクを書き込む--- 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
 
  open(RANK1, ">>r_1.txt"); 
  print RANK1 "$usr,$c1¥n"; 
  close RANK1; 
  open(RANK2, ">>r_2.txt"); 
  print RANK2 "$usr,$c2¥n"; 
  close RANK2; 
  open(RANK3, ">>r_3.txt"); 
  print RANK3 "$usr,$c3¥n"; 
  close RANK3; 
  open(RANK4, ">>r_4.txt"); 
  print RANK4 "$usr,$c4¥n"; 
  close RANK4; 
  open(RANK5, ">>r_5.txt"); 
  print RANK5 "$usr,$c5¥n"; 
  close RANK5; 
  open(RANK0, ">>r_0.txt"); 
  print RANK0 "$usr,$c0¥n"; 
  close RANK0; 
 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#---ユーザ名フォルダのポイントファイル(point.txt)にポイントを書き込む--- 
  open(RANK, ">>point.txt"); 
  print RANK "$point¥n"; 
  close RANK; 
} #end：career 
 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#===================================================== 
#   拡張版・ユーザテスト1後--マイ問題集(mymon.cgi) 
#===================================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1～3) 
$q_a=$in{q_a}; #マイ問題集の表示画面(1～3) 
$con=$in{con}; #新しい問題出題後、一度マイ問題集を終了しているか 
$a_=$in{a_}; #選択肢1 
$b_=$in{b_}; #選択肢2 
$c_=$in{c_}; #選択肢3 
$d_=$in{d_}; #選択肢4 
$q_=$in{q_}; #問題 
$bun1_=$in{bun1_}; #分野1(1～5) 
$bun2_=$in{bun2_}; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
$id_=$in{id_}; #問題ID 
$cor=$in{cor}; #正解数 
$st=$in{st}; #問題位置(0:最初,1:29問目まで,2:最後) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
$ju=$in{ju}; #問題を戻っているか判断する番号(1～51) 
$ans=$in{ans}; #解答 
$c_a_=$in{c_a_}; #正解 
$seigo_=$in{seigo_};#正誤(0 or 1) 
$co=$in{co}; #問題番号 
$nani=$in{nani}; #選択分野 
$new=$in{new}; #新しい問題か否か(0 or 1) 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
$y_n=$in{y_n}; #前回の模試の級の情報のみを表示するか否か(はい：1,いいえ：0) 
#各リンクにy_n=$y_nを追記 
#*****変更ここまで***** 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
if($m==1){ 
  &top;  #マイ問題集トップページ 
}elsif($m==2){ 
  &sentaku; #分野選択 
}elsif($m==3){ 
  &mymon;  #マイ問題集 
}elsif($m==4){ 
  &what_mymon; #マイ問題集とは 
} 
 
#===マイ問題集トップページ[m=1]=== 
sub top { 
  &ln; 
 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版 ②</font><br>$ln級模試問題集</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=2&usr=$usr&l=$l&y_n=$y_n>1.分野選択</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rireki.cgi?&usr=$usr&ba=1&l=$l&y_n=$y_n>2.模試結果確認</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0&m=1&y_n=$y_n>3.模試解答</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=4&usr=$usr&l=$l&y_n=$y_n>4.マイ問題集とは</a><br>¥n"; 
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#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#---前回の模試の級の情報のみを表示する場合--- 
if($y_n==1){ 
  $data .= "<a href=rank.cgi?m=1&usr=$usr&l=$l&y_n=$y_n>5.模試ランキング<br>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=rireki.cgi?usr=$usr&ba=1&y_n=$y_n&l=$l>6.これまでの履歴</A><BR>¥n"; 
} 
#*****変更ここまで***** 
 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.メインメニュー</a>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
  &time; 
  open(LOG, ">>log.txt"); 
  print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---mymon_top¥n"; 
  close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
}#end：top 
 
#===分野選択[m=2]=== 
sub sentaku{ 
  &ln; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#ユーザ名フォルダにある弱点ファイル(jaku.txt)からデータを読み込み、苦手分野順にリンクを表示する。 
 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：分野選択]</font>¥n"; 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版 ②</font><br>$ln級模試問題集</CENTER><HR>¥n"; 
 
#---弱点ファイルからデータ読み込み--- 
  open(J, "jaku.txt"); 
  @j=<J>; 
  @stat = stat "jaku.txt"; 
  close J; 
 
  $title[1]="読み問題"; 
  $title[2]="書き問題"; 
  $title[3]="対義語類義語"; 
  $title[4]="四字熟語"; 
  $title[5]="知識問題"; 
 
#---リンク表示--- 
  $i=0; 
  foreach(@j) { 
    ($bunya[$i],$correct[$i]) = split(/,/); 
    $bu=$title[$bunya[$i]]; 
    $num=$i+1; 
 
    $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=$bunya[$i]&usr=$usr&l=$l&y_n=$y_n&co=1&st=0&bun=0> 
$num.$bu</a>($correct[$i]/10)<br>¥n";   
    $i++; 
  } 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=1&usr=$usr&l=$l&y_n=$y_n>0.戻る</a>¥n"; 
#*****変更ここまで**** 
 
#*****変更により、コメントアウト部分***** 
##  $data .= "<font color=red>[拡張：分野選択]</font>¥n"; 
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#  $data .= "<center><font color=green>拡張版 ②</font><br>$ln級模試問題集</CENTER><HR>¥n"; 
#  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=1&usr=$usr&l=$l&co=1&st=0&bun=0>1.読み問題</a><br>¥n"; 
#  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=2&usr=$usr&l=$l>2.書き問題</a><br>¥n"; 
#  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=3&usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0>3.対義語類義語</a><br>¥n"; 
#  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=4&usr=$usr&l=$l>4.四字熟語</a><br>¥n"; 
#  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=3&q_a=1&nani=5&usr=$usr&l=$l>5.知識問題</a><br>¥n"; 
#  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=1&usr=$usr&l=$l>0.戻る</a>¥n"; 
#*****コメントアウト部分ここまで***** 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
  &time; 
  open(LOG, ">>log.txt"); 
  print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---mymon_sentaku¥n"; 
  close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
}#end：sentaku 
 
#===マイ問題集[m=3]=== 
sub mymon { 
  if($q_a==1){ 
    &mondai; #問題表示 
  }elsif($mm==2){ 
    &kotae; #答え表示 
  } 
}#end：mymon 
 
#===問題[q_a=1]=== 
sub mondai { 
#選択分野の新しい問題ファイル($l-$nani-new.txt)がある場合は問題ベースから問題を取得する。 
#ない場合は、ユーザ名フォルダから問題を取得する。 
  $new=1; 
  open(NEW,"$l-$nani-new.txt") or $new=0; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#選択分野の新しい問題ファイル($l-$nani-new.txt)からデータを読み込み、10問あったときは$conを0と置く。 
  @new=<NEW>; 
  close NEW; 
 
  $i=0; 
  foreach(@new) { 
    ($id[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i]) = split(/,/); 
    $i++; 
  } 
  if($i==10){ 
    $con=0; 
  } 
#*****変更ここまで***** 
 
  if($new==1){ 
#---問題ベースから新しい問題を取得--- 
    if($con==1){ 
      chdir "../"; 
      chdir "../"; 
      chdir "$l"; 
 
      if($nani==1){ 
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        $txt="1-yomi.txt"; 
      }elsif($nani==2){ 
        $txt="2-kaki.txt"; 
      }elsif($nani==3){ 
        $txt="3-tairui.txt"; 
      }elsif($nani==4){ 
        $txt="4-yoji.txt"; 
      }elsif($nani==5){ 
        $txt="5-chishiki.txt"; 
      } 
#---ユーザ名フォルダから前回出題された新しい問題--- 
    }else{ 
      if($nani==1){ 
        $txt="$l-1-new.txt"; 
      }elsif($nani==2){ 
        $txt="$l-2-new.txt"; 
      }elsif($nani==3){ 
        $txt="$l-3-new.txt"; 
      }elsif($nani==4){ 
        $txt="$l-4-new.txt"; 
      }elsif($nani==5){ 
        $txt="$l-5-new.txt"; 
      } 
    } 
 
#---模試に出された問題--- 
  }else{ 
    if($nani==1){ 
      $txt="$l-1-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==2){ 
      $txt="$l-2-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==3){ 
      $txt="$l-3-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==4){ 
      $txt="$l-4-mymon.txt"; 
    }elsif($nani==5){ 
      $txt="$l-5-mymon.txt"; 
    } 
  } 
  &open; 
 
#---$txt(問題取得場所によって異なる)の問題がなくなった場合--- 
  if($i==0){ 
    &nothing; 
  }else{ 
    if($con==1){ 
      chdir "../"; 
      chdir "usr"; 
      chdir "$usr"; 
      &check; 
    } 
    &toi; 
    &question; 
  } 
}#end：mondai 
 
#===問題の設定=== 
sub open{ 
#各分野のファイルから問題をランダムに取得する。 
  open(Q,"$txt"); 
  @q=<Q>; 
  close Q; 
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  $i=0; 
  foreach(@q) { 
 
#---問題取得場所が問題ベースの場合--- 
    if($con==1){ 
      ($id[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i]) = split(/<>/); 
    }else{ 
      ($id[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i],$seigo[$i]) =  
split(/,/); 
    } 
    $i++; 
  } 
  $r=int(rand($i)); 
}#end：open 
 
#===マイ問題集から問題がなくなったとき=== 
sub nothing { 
  &ln; 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：出題方法]</font>¥n"; 
  $data .= "<form action=mymon.cgi method=POST>¥n"; 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
 
#---模試で出題された問題が全て終了した場合--- 
  if($new==0){ 
    $data .= "模試で出題された問題は終了しました。<hr>¥n"; 
    open(MKFIKE,">$l-$nani-new.txt"); 
    close MKFILE; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#---新しい問題が10問終了した場合--- 
  }elsif($con==0){ 
    $data .= "10問終了しました。<hr>¥n"; 
#*****変更ここまで***** 
 
  }else{ 
    $data .= "前回出題された問題は終了しました。<hr>¥n"; 
  } 
 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=3&q_a=1&con=1&l=$l&co=1&st=$st&cor=$cor&ju=$ju&nani=$nani& 
y_n=$y_n>1.新しい問題</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=1&l=$l&y_n=$y_n>2.終了</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.メインメニュー</a>¥n"; 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>問題数</font>：i=$i<br>¥n"; 
#  if($nani==1){ 
#    $bn="読み"; 
#  }elsif($nani==2){ 
#    $bn="書き"; 
#  }elsif($nani==3){ 
#    $bn="類義語対義語"; 
#  }elsif($nani==4){ 
#    $bn="四字熟語"; 
#  }elsif($nani==5){ 
#    $bn="知識"; 
#  } 
#  $data .= "<font size=-1>選択分野</font>：nani=$nani(<font size=-1>$bn</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
}#end：nothing 
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#===問題重複チェック=== 
sub check { 
#設定した問題が前回出題されていないかを調べる。 
 
#---clear.txtとの重複チェック--- 
  open(CHECK,"$l-clear.txt"); 
  while(<CHECK>){ 
    chomp; 
    @tmp=split(/,/); 
 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==9) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-clear.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      }else{ 
        $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-clear.txt"); 
      } 
    } 
  }   
  close CHECK; 
 
#---new.txtとの重複チェック--- 
  open(CHECK,"$l-$nani-new.txt"); 
  while(<CHECK>){ 
    chomp; 
    @tmp=split(/,/); 
 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==$i) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-$nani-new.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      }else{ 
        $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$l-$nani-new.txt"); 
      } 
    } 
  }   
  close CHECK; 
}#end：check 
 
#===問の設定=== 
sub toi { 
  if($bun2[$r]==11) { 
    $toi="次の漢字の読みを答えなさい"; 
    $bunya1="読み"; 
    $bunya2="読み"; 
  } elsif($bun2[$r]==21) { 
    $toi="次の文のカタカナに当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="書き"; 
    $bunya2="書き"; 
  } elsif($bun2[$r]==31) { 
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    $toi="次の漢字の対義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="対義語"; 
  } elsif($bun2[$r]==32) { 
    $toi="次の漢字の類義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="類義語"; 
  } elsif($bun2[$r]==41) { 
    $toi="次の□の部分に漢字を埋めて四字熟語を完成させなさい"; 
    $bunya1="四字熟語"; 
    $bunya2="四字熟語"; 
  } elsif($bun2[$r]==51) { 
    $toi="正しい熟語の読みの組み合わせを選びなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="音訓"; 
  } elsif($bun2[$r]==52) { 
    $toi="次の漢字の部首を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="部首"; 
  } elsif($bun2[$r]==53) { 
    $toi="次の漢字の画数を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="画数"; 
  } elsif($bun2[$r]==54) { 
    $toi="次の文の中で間違って使用されている漢字があります。答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="誤字訂正"; 
  } elsif($bun2[$r]==55) { 
    $toi="次の□に当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="同音"; 
  } elsif($bun2[$r]==56) { 
    $toi="次の漢字の意味を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="語彙"; 
  } 
}#end：toi 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
}#end：ln 
 
#===問題表示=== 
sub question { 
  $c_a_=$c_a[$r]; #正解 
  $q_=$q[$r];  #問題 
  $a_=$a[$r];  #選択肢1 
  $b_=$b[$r];  #選択肢2 
  $c_=$c[$r];  #選択肢3 
  $d_=$d[$r];  #選択肢4 
  $seigo_=$seigo[$r]; #正誤 
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  $bun1_=$bun1[$r]; #分野1(1～5) 
  $bun2_=$bun2[$r]; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
  $id_=$in{id_}; #問題ID 
  &ln; 
 
#---戻った場合--- 
  if($ju_>$ju){ 
    &back_ng; 
 
#---問題表示--- 
  }else{ 
#    $data .= "<font color=red>[拡張：出題方法]</font>¥n"; 
    $data .= "<form action=mymon.cgi method=POST>¥n"; 
    $data .= "<center><font color=green>拡張版</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
    $data .= "＜$bunya1＞<br>$bunya2問題<br>$toi<hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$q_<br>¥n"; 
 
    if($d[$r] eq "＊") { 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#---選択肢が3つの場合--- 
$sel[0]=$a[$r]; 
$sel[1]=$b[$r]; 
$sel[2]=$c[$r]; 
$sel[3]=$d[$r]; 
 
for($i=0;$i<3;$i++){ 
  $j=int(rand(3)); 
  $k=int(rand(3)); 
  $tmp=$sel[$j]; 
  $sel[$j]=$sel[$k]; 
  $sel[$k]=$tmp; 
} 
      $data .= "1.$sel[0]<br>2.$sel[1]<br>3.$sel[2]<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=$sel[0]><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=$sel[1]><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=$sel[2]><br><hr>¥n"; 
 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#      $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<hr>¥n"; 
#      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
#      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
#      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br><hr>¥n"; 
#*****コメントアウトここまで***** 
 
    }else{ 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#---選択肢が4つの場合--- 
$sel[0]=$a[$r]; 
$sel[1]=$b[$r]; 
$sel[2]=$c[$r]; 
$sel[3]=$d[$r]; 
 
for($i=0;$i<4;$i++){ 
  $j=int(rand(4)); 
  $k=int(rand(4)); 
  $tmp=$sel[$j]; 
  $sel[$j]=$sel[$k]; 
  $sel[$k]=$tmp; 
} 
      $data .= "1.$sel[0]<br>2.$sel[1]<br>3.$sel[2]<br>4.$sel[3]<hr>¥n"; 
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      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=$sel[0]><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=$sel[1]><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=$sel[2]><br>¥n"; 
      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=$sel[3]><br><hr>¥n"; 
 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#      $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<br>4.$d[$r]<hr>¥n"; 
#      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
#      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
#      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br>¥n"; 
#      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=4><br><hr>¥n"; 
#*****コメントアウトここまで***** 
    } 
    $ju++; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
    $data .= "<input type=hidden name=a_ value=$sel[0]>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=b_ value=$sel[1]>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_ value=$sel[2]>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=d_ value=$sel[3]>¥n"; 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#    $data .= "<input type=hidden name=a_ value=$a_>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=b_ value=$b_>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=c_ value=$c_>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=d_ value=$d_>¥n"; 
#*****コメントアウトここまで***** 
 
    $data .= "<input type=hidden name=q_ value=$q_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun1_ value=$bun1_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun2_ value=$bun2_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=id_ value=$id_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=l value=$l>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=cor value=$cor>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=co value=$co>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=ju value=$ju>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c_a_ value=$c_a_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=seigo_ value=$seigo_>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=st value=$st>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=m value=3>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=q_a value=2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=nani value=$nani>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=new value=$new>¥n"; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
    $data .= "<input type=hidden name=y_n value=$y_n>¥n"; 
#*****変更ここまで***** 
 
#---模試で出題された問題の続きの場合--- 
    if($con==1){ 
      $data .= "<input type=hidden name=con value=1>¥n"; 
    } 
    $data .= "<center><input type=submit value=次へ></center></form>¥n"; 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
  &time; 
  open(LOG, ">>log.txt"); 
  print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---l=$l,nani=$nani,new=$new,mmm=$mmm,id=$id_¥n"; 
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  close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "----------<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$co<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題ID</font>：id_=$id_<br>¥n"; 
#    if($con ne 1){ 
#      $data .= "<font size=-1>問題数</font>：i=$i<br>¥n"; 
#      if($seigo_==0){ 
#        $se=2; 
#      }elsif($seigo_==1){ 
#        $se=1; 
#      } 
#      $data .= "<font size=-1>正誤</font>：seigo_=$seigo_(<font size=-1>あと$se 回正解でクリアー
</font>)<br>¥n"; 
#    } 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
  } 
}#end：question 
 
#===戻ったときの表示=== 
sub back_ng { 
  $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版</font><br>マイ問題集</center><hr>¥n"; 
  $data .= "一度戻って同じ問題を解答できません。¥n"; 
  $data .= "最初からマイ問題集を行ってください。¥n"; 
  $data .= "解答は全て無効になります。<hr>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=mymon.cgi?usr=$usr&m=1&l=$l&y_n=$y_n>0.戻る</A>¥n"; 
}#end：back_ng 
 
#===答え[mm=2]=== 
sub kotae { 
  &ln; 
 
#---問題を戻った場合--- 
  if($ju_>$ju){ 
    &back_ng; 
  }else{ 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#---表示する答えの設定--- 
  if($c_a_ eq $a_){ 
    $kotae=1; 
  }elsif($c_a_ eq $b_){ 
    $kotae=2; 
  }elsif($c_a_ eq $c_){ 
    $kotae=3; 
  }elsif($c_a_ eq $d_){ 
    $kotae=4; 
  } 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#    if($c_a_==1){ 
#      $kotae=$a_; 
#    }elsif($c_a_==2){ 
#      $kotae=$b_; 
#    }elsif($c_a_==3){ 
#      $kotae=$c_; 
#    }elsif($c_a_==4){ 
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#      $kotae=$d_; 
#    } 
#*****コメントアウトここまで***** 
 
#---正解の場合、$corに1を追加--- 
    if($con==1){ 
      chdir "../"; 
      chdir "usr"; 
      chdir "$usr"; 
    } 
    if($ans eq $c_a_){ 
      open(PASS, ">>point.txt"); 
      print PASS "1¥n"; 
      close PASS; 
    } 
 
#---新しい問題のときのファイル書き込み--- 
    if($con==1){ 
      if($ans eq $c_a_){ 
        $cor_mis="1"; 
      }else{ 
        $cor_mis="0"; 
      } 
      open(NEW, ">>$l-$nani-new.txt"); 
      print NEW "$id_,$q_,$a_,$b_,$c_,$d_,$c_a_,$bun1_,$bun2_,$cor_mis¥n"; 
      close NEW; 
    } 
 
#---問題ファイルの書き換え--- 
    if($new==0){ 
      $filename="$l-$nani-mymon.txt"; 
    }elsif($new==1){ 
      $filename="$l-$nani-new.txt"; 
    } 
 
#---模試で不正解($seigo_==0)だった場合--- 
    if($seigo_ eq 0){ 
      if($c_a_ eq $ans){ 
        &sakujo; 
        open(WRITE, ">>$filename"); 
        print WRITE "$id_,$q_,$a_,$b_,$c_,$d_,$c_a_,$bun1,$bun2,1¥n"; 
        close WRITE; 
      } 
#---模試で正解orマイ問で1回正解($seigo_=1)だった場合--- 
    }elsif($seigo_ eq 1){ 
      if($c_a_ eq $ans){ 
        &sakujo; 
        open(CLEAR, ">>$l-clear.txt"); 
        print CLEAR "$id_¥n"; 
        close CLEAR; 
      }else{ 
        &sakujo; 
        open(WRITE, ">>$filename"); 
        print WRITE "$id_,$q_,$a_,$b_,$c_,$d_,$c_a_,$bun1,$bun2,0¥n"; 
        close WRITE; 
      } 
    } 
    $ju++; 
 
#---答え表示--- 
    $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版 ②</font><br>$ln級 マイ問題集</center><hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$q_<br>¥n"; 
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    $co++; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d_ eq "＊") { 
      $data .= "1.$a_<br>2.$b_<br>3.$c_<hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
      $data .= "1.$a_<br>2.$b_<br>3.$c_<br>4.$d_<hr>¥n"; 
    } 
    $data .= "正解<br>$kotae.$c_a_<hr>¥n"; 
 
#---模試で出題された問題が終了して、新しい問題の場合--- 
    if($con==1){ 
      $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=3&q_a=1&con=1&l=$l&co=$co&st=$st&cor=$cor&ju=$ju& 
nani=$nani&y_n=$y_n>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    }else{ 
      $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&m=3&q_a=1&l=$l&co=$co&st=$st&cor=$cor&ju=$ju&nani=$nani& 
id_=$id_&y_n=$y_n>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    } 
    $data .= "<a href=mymon.cgi?m=2&usr=$usr&l=$l&y_n=$y_n>1.分野選択</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $co_=$co-1; 
#    $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題ID</font>：id_=$id_<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
  } 
}#end：kotae 
 
#===問題ファイルから1行削除=== 
sub sakujo { 
#問題ファイル($filename：模試で出題された問題か、新しい問題かによって異なる)から 
#2回正解した問題を削除する。 
  open(IN,"$filename"); 
  @lines = <IN>; 
  close IN; 
 
  $flag=0; 
  foreach (@lines) { 
    ($id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo) = split(/,/); 
 
#---$flgが0で2回正解した問題とファイルの問題が一致した場合--- 
    if ($flag==0 && $q eq $q_) { 
      if ($q eq "") { 
        $flag=2; 
      }else{ 
        $flag=1; 
      } 
    }elsif($flag == 2){ 
      next; 
    }else{ 
      push(@new,$_); 
    } 
  } 
  open(OUT,">$filename"); 
  print OUT @new; 
  close OUT; 
}#end：sakujo 
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#===マイ問題集とは[m=4]=== 
sub what_mymon { 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版 ②</font><br>マイ問題集とは</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "模試の結果よりあなた用の問題を作成しました。間違えた問題、苦手ジャンルの問題が多くなって
いますので、繰り返し学習しましょう。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?m=1&usr=$usr&l=$l&y_n=$y_n>0.戻る</a>¥n"; 
}#end：what_mymon 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===日付取得=== 
sub time{ 
  #$ENV{'TZ'} = "JST-9"; 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
  $mon++; 
}#end：time 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#====================================================== 
#   拡張版・ユーザテスト1後--正解を見る(seikai.cgi) 
#====================================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$l=$in{l}; #級(2,2jun.3～5) 
$c_a=$in{c_a}; #正解 
$co=$in{co}; #正解数 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
$r=$in{r}; #行番号 
$m=$in{m}; #画面表示番号(1～4) 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
$y_n=$in{y_n}; 
#各リンクにy_n=$y_nを追記 
#*****変更ここまで***** 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
if($m==1){ 
  &sentaku; #表示順の選択 
}elsif($m==2){ 
  &all;  #模試の順に表示 
}elsif($m==3){ 
  &go_sei; #誤答・正答の順に表示 
}elsif($m==4){ 
  &go;  #誤答だけ表示 
} 
 
#===表示順の選択(m=1)=== 
sub sentaku { 
  &ln; 
 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：正解¥表¥示¥]</font>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版 ②</font><br>$ln級 正解を見る</CENTER><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=1&r=0&m=2&y_n=$y_n>1.模試の順番</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0&m=3&y_n=$y_n>2.誤答→正答</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&g=0&co=1&r=0&m=4&y_n=$y_n>3.誤答だけ</a><hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1&y_n=$y_n>戻る</a><br>¥n"; 
  $data .= "<A HREF=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>メインメニュー</A>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
  &time; 
  open(LOG, ">>log.txt"); 
  print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---seikai_top¥n"; 
  close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
}#end：sentaku 
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#===模試の順番に表示(m=2)=== 
sub all { 
  &time; 
  open(SE, "$l-all-$no"); 
  &hyoji; 
 
#---最終問題の場合--- 
  if($co==51){ 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  }else{ 
    $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=2&y_n=$y_n>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  } 
 
#---パラメータ--- 
#  $co_=$co-1; 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥</font>：m=$m(<font size=-1>模試の順番</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥問題数</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
  &time; 
  open(LOG, ">>log.txt"); 
  print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---seikai_all¥n"; 
  close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
}#end：all 
 
#===誤答→正答の順に表示(m=3)=== 
sub go_sei{ 
  &time; 
  &sei_count; 
  &go_count; 
 
#---問題番号が誤答数より小さい場合、誤答を表示--- 
  if($co<=$g){ 
    open(SE, "$l-go-$no"); 
    &hyoji; 
    $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=3&y_n=$y_n>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
#---問題番号が誤答数より大きい場合、正答を表示--- 
  }elsif($co>$g){ 
    open(SE, "$l-sei-$no"); 
    &hyoji; 
 
#---正答の最終問題の場合--- 
    if($r==$s){ 
      $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
    }else{ 
      $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=3&y_n=$y_n>1.次の問題</a><br>¥n"; 
      $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
    } 
  } 
 
#---パラメータ--- 
#  $co_=$co-1; 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥</font>：m=$m(<font size=-1>誤答→正答</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>誤答数</font>：g=$g<br>¥n"; 
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#  $data .= "<font size=-1>正答数</font>：s=$s<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥問題数</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
  &time; 
  open(LOG, ">>log.txt"); 
  print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---seikai_go-sei¥n"; 
  close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
}#end：go_sei 
 
#===誤答だけ表示(m=4)=== 
sub go { 
  &time; 
  &go_count; 
 
  open(SE, "$l-go-$no"); 
  &hyoji; 
 
#---誤答の最終問題の場合--- 
  if($co==$g+1){ 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  }else{ 
    $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&co=$co&r=$r&m=4&y_n=$y_n>1.次の問題</a><br>¥n"; 
    $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.トップメニュー</a>¥n"; 
  } 
 
#---パラメータ--- 
#  $co_=$co-1; 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥</font>：m=$m(<font size=-1>誤答だけ</font>)<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>誤答数</font>：g=$g<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>¥表¥示¥問題数</font>：co=$co_<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
  &time; 
  open(LOG, ">>log.txt"); 
  print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---seikai_go¥n"; 
  close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
}#end：go 
 
#===時間取得=== 
sub time { 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
  $mon++; 
 
  if($day<16){ 
    $no="1test.txt"; 
  }elsif($day>15){ 
    $no="2test.txt"; 
  } 
}#end：time 
 
 

拡張版・ユーザテスト 1 後 seikai.cgi 3



#===正答数カウント=== 
sub sei_count { 
#ユーザ名フォルダの正答ファイル($l-sei-$no)からデータを読み込み、行数で正解数を数える。 
  open(SEI, "$l-sei-$no"); 
  @sei=<SEI>; 
  close SEI; 
  $s=0; 
  foreach(@sei) { 
    ($id[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s],$ans[$s],$seigo[$s],) = 
split(/,/); 
    $s++; 
  } 
}#end：sei_count 
 
#===誤答数カウント=== 
sub go_count { 
#ユーザ名フォルダの誤答ファイル($l-go-$no)からデータを読み込み、行数で正解数を数える。 
 
  open(GO, "$l-go-$no"); 
  @go=<GO>; 
  close GO; 
 
  $g=0; 
  foreach(@go) { 
    ($id[$g],$q[$g],$a[$g],$b[$g],$c[$g],$d[$g],$c_a[$g],$bun1[$g],$bun2[$g],$ans[$g],$seigo[$g],) = 
split(/,/); 
    $g++; 
  } 
}#end：go_count 
 
#===正解表示=== 
sub hyoji { 
  &ln; 
 
  while(<SE>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $bunban[$i]=$tmp[0]; 
    $q[$i]=$tmp[1]; 
    $a[$i]=$tmp[2]; 
    $b[$i]=$tmp[3]; 
    $c[$i]=$tmp[4]; 
    $d[$i]=$tmp[5]; 
    $c_a[$i]=$tmp[6]; 
    $bun1[$i]=$tmp[7]; 
    $bun2[$i]=$tmp[8]; 
    $ans[$i]=$tmp[9]; 
    $seigo[$i]=$tmp[10]; 
    $bango[$i]=$tmp[11]; 
    $i++; 
  } 
  close SE; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#---答えの設定--- 
  if($c_a[$r] eq $a[$r]){ 
    $kotae=1; 
  }elsif($c_a[$r] eq $b[$r]){ 
    $kotae=2; 
  }elsif($c_a[$r] eq $c[$r]){ 
    $kotae=3; 
  }elsif($c_a[$r] eq $d[$r]){ 
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    $kotae=4; 
  } 
#---あなたの答えの設定--- 
  if($ans[$r] eq $a[$r]){ 
    $anata=1; 
  }elsif($ans[$r] eq $b[$r]){ 
    $anata=2; 
  }elsif($ans[$r] eq $c[$r]){ 
    $anata=3; 
  }elsif($ans[$r] eq $d[$r]){ 
    $anata=4; 
  } 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#  if($c_a[$r]==1){ 
#    $kotae=$a[$r]; 
#  }elsif($c_a[$r]==2){ 
#    $kotae=$b[$r]; 
#  }elsif($c_a[$r]==3){ 
#    $kotae=$c[$r]; 
#  }elsif($c_a[$r]==4){ 
#    $kotae=$d[$r]; 
#  } 
#  if($ans[$r]==1){ 
#    $anata=$a[$r]; 
#  }elsif($ans[$r]==2){ 
#    $anata=$b[$r]; 
#  }elsif($ans[$r]==3){ 
#    $anata=$c[$r]; 
#  }elsif($ans[$r]==4){ 
#    $anata=$d[$r]; 
#  } 
#*****コメントアウトここまで***** 
 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：正解¥表¥示¥]</font>¥n"; 
  $data .= "<center><font color=green>拡張版 ②</font><br>$ln級 解説</CENTER><HR>¥n"; 
  $data .= "$bango[$r]問<br>$q[$r]<br>¥n"; 
  $co++; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
  if($d[$r] eq "＊") { 
    $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<hr>¥n"; 
#---選択肢が4つの場合--- 
  }else{ 
    $data .= "1.$a[$r]<br>2.$b[$r]<br>3.$c[$r]<br>4.$d[$r]<hr>¥n"; 
  } 
 
#---正誤の○×を設定--- 
  if($c_a[$r] eq $ans[$r]){ 
    $marubatsu="○"; 
  }else{ 
    $marubatsu="×"; 
  } 
 
#---未解答の場合--- 
  if($ans[$r] eq ""){ 
    $data .= "あなたの答え<br>未解答&nbsp;&nbsp;×<br>¥n"; 
  }else{ 
    $data .= "あなたの答え<br>$anata.$ans[$r]&nbsp;&nbsp;$marubatsu<br>¥n"; 
  } 
  $data .= "正解<br>$kotae.$c_a[$r]<hr>¥n"; 
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  $r++; 
 
#---誤答数+1が問題番号と同じ場合--- 
  if($co==$g+1){ 
    $r=0; 
  } 
}#end：hyoji 
 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
}#end：ln 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#end：htmlout 
 
&htmlout; 
 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=============================================== 
#   拡張版・ユーザテスト1後---模試(test.cgi) 
#=============================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$st=$in{st}; #問題位置(0:最初,1:49問目まで,2:最後) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3～5) 
$ex=$in{ex}; #模試ファイルの有無(1 or 0) 
$r=$in{r}; #行番号 
$half=$in{half}; #途中から始めているか(0:続き) 
$no=$in{no}; #模試ファイルの名前(1test.txt,2test.txt) 
$ans=$in{ans}; #ユーザの答え 
$id=$in{id}; #問題ID 
$q=$in{q}; #問題 
$a=$in{a}; #選択肢1 
$b=$in{b}; #選択肢2 
$c=$in{c}; #選択肢3 
$d=$in{d}; #選択肢4 
$c_a=$in{c_a}; #正解番号(1～4) 
$bun1=$in{bun1}; #分野1(1～5) 
$bun2=$in{bun2}; #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
$co=$in{co}; #問題番号 
$c0=$in{c0}; #全正解数 
$c1=$in{c1}; #読み正解数 
$c2=$in{c2}; #書き正解数 
$c3=$in{c3}; #対義語類義語正解数 
$c4=$in{c4}; #四字正解数 
$c5=$in{c5}; #知識正解数 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
$y_n=$in{y_n}; 
#各リンクにy_n=$y_nを追記 
#*****変更ここまで***** 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
 
#---問題ベースに移動--- 
chdir "$l"; 
 
#---模試ファイル検索--- 
#---最初の場合--- 
if($st==0){ 
  &time; 
  $sengetsu=$mon-1; 
 
#---1日～15日の場合は第1回目--- 
  if($day<16){ 
    $no="1test.txt"; 
    unlink "2test.txt"; 
#---16日～末日の場合は第2回目--- 
  }elsif($day>15){ 
    $no="2test.txt"; 
    unlink "1test.txt"; 
  } 
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#---ユーザ名フォルダにある前の回の模試ファイルを削除--- 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
  if($day<16){ 
    unlink "$l-2test.txt"; 
  }elsif($day>15){ 
    unlink "$l-1test.txt"; 
  } 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
open(LOG, ">>log.txt"); 
print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---$l-test_start¥n"; 
close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
 
#模試が作成済みかを調べる。$h=1の場合は既に作成済み。$h=0の場合は作成されていない。 
  $ex=1; 
  open(SEARCH,"$no") or $ex=0; 
  close SEARCH; 
} 
 
#---問題ベースにある模試ファイルの問題数を調べる--- 
if($st==1){ 
  if($ex==1){ 
    open(SEARCH,"$no"); 
    @search=<SEARCH>; 
    close SEARCH; 
 
    $g=0; 
    foreach(@search){ 
      $g++; 
    } 
    if($g<$co){ 
      $ex=0; 
    } 
  } 
} 
 
#####拡張ここから##### 
#---ユーザ名フォルダの模試ファイルに問題、答えを書き込む--- 
#---初めじゃない場合--- 
if($st!=0){ 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#---答えが正しい場合--- 
  if($ans eq $c_a){ 
    $seigo=1; 
#---間違っている場合--- 
  }else{ 
    $seigo=0; 
  } 
 
  $bango=$co-1; 
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#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#解説用ファイルへの書き込みに分野番号($bunban)を追記 
  if($bango=>1 and $bango<11){ 
    $bunban=1; 
  }elsif($bango=>11 and $co<22){ 
    $bunban=2; 
  }elsif($bango=>21 and $co<32){ 
    $bunban=3; 
  }elsif($bango=>31 and $co<42){ 
    $bunban=4; 
  }elsif($bango=>41 and $co<52){ 
    $bunban=5; 
  } 
#*****変更ここまで***** 
 
#解説の表示のためにファイルに書き込む。 
  open(ALL, ">>$l-all-$no"); 
  print ALL "$bunban,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
  close ALL; 
 
#---正答の場合--- 
  if($seigo==1){ 
    open(SEI, ">>$l-sei-$no"); 
    print SEI "$bunban,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
    close SEI; 
#---誤答の場合--- 
  }else{ 
    open(GO, ">>$l-go-$no"); 
    print GO "$bunban,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$ans,$seigo,$bango¥n"; 
    close GO; 
  } 
 
#---ユーザ名フォルダのマイ問題集ファイルに問題を書き込む--- 
  if($bun1==1){ 
    open(MY, ">>$l-1-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==2){ 
    open(MY, ">>$l-2-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==3){ 
    open(MY, ">>$l-3-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==4){ 
    open(MY, ">>$l-4-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  }elsif($bun1==5){ 
    open(MY, ">>$l-5-mymon.txt"); 
    print MY "$id,$q,$a,$b,$c,$d,$c_a,$bun1,$bun2,$seigo¥n"; 
    close MY; 
  } 
 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
} 
#####拡張ここまで##### 
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#---正解数カウント、表示--- 
#---模試が49問目までの場合--- 
if($st==1) { 
 
#---正答の場合--- 
  if($ans eq $c_a){ 
    if($bun1==1){ 
      $c1++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==2){ 
      $c2++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==3){ 
      $c3++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==4){ 
      $c4++; 
      $c0++; 
    }elsif($bun1==5){ 
      $c5++; 
      $c0++; 
    } 
  } 
 
#---模試が最後の場合--- 
}elsif($st==2){ 
 
#---正答の場合--- 
  if($ans eq $c_a){ 
    if($bun1==5){ 
      $c5++; 
      $c0++; 
    } 
  } 
  &career; 
  &last; 
} 
 
#---模擬試験--- 
#---1～10問目--- 
if($co<11){ 
  $txt="1-yomi.txt"; 
  $num=59; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---11～20問目--- 
}elsif($co=>10 and $co<21){ 
  $txt="2-kaki.txt"; 
  $num=67; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
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    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---21～25問目--- 
}elsif($co=>20 and $co<26){ 
  $txt="3-tai.txt"; 
  $num=19; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---26～30問目--- 
}elsif($co=>25 and $co<31){ 
  $txt="3-rui.txt"; 
  $num=18; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---31～40問目--- 
}elsif($co=>30 and $co<41){ 
  $txt="4-yoji.txt"; 
  $num=40; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---41～49問目--- 
}elsif($co=>40 and $co<50){ 
  $txt="5-chishiki.txt"; 
  $num=47; 
  $st=1; 
  $submit_value="次へ"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
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    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
 
#---50問目--- 
}elsif($co==50){ 
  $txt="5-chishiki.txt"; 
  $num=47; 
  $st=2; 
  $submit_value="終了"; 
  if($ex==0){ 
    &open; 
    &check; 
  }elsif($ex==1){ 
    &existance; 
  } 
  &toi; 
  &question; 
} 
 
#===問題の設定=== 
sub open { 
#問題ベースにある各分野のファイルから問題をランダムに取得する。 
  open(Q,$txt); 
  @q=<Q>; 
  close(Q); 
 
  $r=0; 
  foreach(@q) { 
    ($id[$r],$question[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r],$bunya2[$r]) =  
split(/<>/); 
   $r++; 
  } 
  $r=int(rand($num)); 
} #end：open 
 
#===問題重複チェック=== 
sub check { 
#設定した問題が前回出題されていないかを調べる。 
  open(CHECK,"$no"); 
  while(<CHECK>){ 
  chomp; 
  @tmp=split(/,/); 
 
#---前回出題されていた場合--- 
    if($id[$r] eq $tmp[0]) { 
#---最終行の場合、はじめの行を出題する--- 
      if($r==$num) { 
        $r=0; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"mymon-$l.txt"); 
#---最終行以外の場合、次の行を出題する--- 
      } else { 
       $r=$r+1; 
        close CHECK; 
        open(CHECK,"$no"); 
      } 
    } 
  }   
  close CHECK; 
} #end：check 
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#===模試ファイルがある場合=== 
sub existance { 
  open(TE, "$no"); 
  while(<TE>){ 
    chop; 
    @tmp=split(/,/); 
    $id[$i]=$tmp[0]; 
    $question[$i]=$tmp[1]; 
    $a[$i]=$tmp[2]; 
    $b[$i]=$tmp[3]; 
    $c[$i]=$tmp[4]; 
    $d[$i]=$tmp[5]; 
    $correct_ans[$i]=$tmp[6]; 
    $bunya1[$i]=$tmp[7]; 
    $bunya2[$i]=$tmp[8]; 
    $i++; 
  } 
  close TE; 
} #end：existance 
 
#===問の設定=== 
sub toi { 
  if($bunya2[$r]==11) { 
    $toi="次の漢字の読みを答えなさい"; 
    $bunya1="読み"; 
    $bunya2="読み"; 
  } elsif($bunya2[$r]==21) { 
    $toi="次の文のカタカナに当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="書き"; 
    $bunya2="書き"; 
  } elsif($bunya2[$r]==31) { 
    $toi="次の漢字の対義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="対義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==32) { 
    $toi="次の漢字の類義語に当てはまる漢字を選びなさい"; 
    $bunya1="類義語対義語"; 
    $bunya2="類義語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==41) { 
    $toi="次の□の部分に漢字を埋めて四字熟語を完成させなさい"; 
    $bunya1="四字熟語"; 
    $bunya2="四字熟語"; 
  } elsif($bunya2[$r]==51) { 
    $toi="正しい熟語の読みの組み合わせを選びなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="音訓"; 
  } elsif($bunya2[$r]==52) { 
    $toi="次の漢字の部首を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="部首"; 
  } elsif($bunya2[$r]==53) { 
    $toi="次の漢字の画数を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="画数"; 
  } elsif($bunya2[$r]==54) { 
    $toi="次の文の中で間違って使用されている漢字があります。答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="誤字訂正"; 
  } elsif($bunya2[$r]==55) { 
    $toi="次の□に当てはまる漢字を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="同音"; 
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  } elsif($bunya2[$r]==56) { 
    $toi="次の漢字の意味を答えなさい"; 
    $bunya1="知識"; 
    $bunya2="語彙"; 
  } 
} 
 
#===級の文字変換=== 
sub ln{ 
  if($l eq "2jun"){ 
    $ln="準2"; 
  }elsif($l==2){ 
    $ln=2; 
  }elsif($l==3){ 
    $ln=3; 
  }elsif($l==4){ 
    $ln=4; 
  }elsif($l==5){ 
    $ln=5; 
  } 
} #end：ln 
 
#===問題表示=== 
sub question { 
  $id=$id[$r];  #問題ID 
  $q=$question[$r]; #問題 
  $a=$a[$r];  #選択肢1 
  $b=$b[$r];  #選択肢2 
  $c=$c[$r];  #選択肢3 
  $d=$d[$r];  #選択肢4 
  $c_a=$correct_ans[$r]; #正解番号(1～4) 
  $bun1=$bunya1[$r]; #分野1(1～5) 
  $bun2=$in{bun2};  #分野2(11,21,31,32,41,51,52,53,54,55,56) 
  &ln; 
 
#---戻った場合--- 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
  open(TSUGI, "$l-next.txt"); 
  @next=<TSUGI>; 
  close TSUGI; 
 
  foreach(@next) { 
    ($co_,$c0_,$c1_,$c2_,$c3_,$c4_,$c5_) = split(/,/); 
  } 
 
#---戻って解答しようとした場合--- 
  if($co_>$co){ 
    $co=$co_; 
    $c0=$c0_; 
    $c1=$c1_; 
    $c2=$c2_; 
    $c3=$c3_; 
    $c4=$c4_; 
    $c5=$c5_; 
    $r=$co-1; 
 
    $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版 ②</font><br>模試問題</center><hr>¥n"; 
    $data .= "既に解答済です。続きから行ってください。<hr>¥n"; 
    $data .= "<a href=test.cgi?usr=$usr&l=$l&r=$r&half=0&co=$co&st=0&bun=0&c0=$c0&c1=$c1&c2=$c2& 
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c3=$c3&c4=$c4&c5=$c5&y_n=$y_n>1.続きを行う</a><br>¥n"; 
    $data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.戻る</A>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#    $co=$co-1; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$co<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>解答した問題数</font>：co_=$co_<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
 
#---戻っていない場合--- 
  }else{ 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
 
#---模試ファイルがない場合--- 
    if($ex==0) { 
      chdir "$l"; 
      open(PASS, ">>$no"); 
      print PASS 
"$id[$r],$question[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r],$bunya2[$r]¥n"; 
      close PASS; 
      chdir "../"; 
    } 
 
    $data .= "<form action=test.cgi method=POST>¥n"; 
    $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版 ②</font><br>$ln級 模擬試験</center><hr>¥n"; 
    $data .= "＜$bunya1＞<br>$bunya2問題<br>$toi<hr>¥n"; 
    $data .= "$co問<br>$q<br>¥n"; 
 
#---選択肢が3つの場合--- 
    if($d eq "＊"){ 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#選択肢の順番を変更する。 
$sel[0]=$a; 
$sel[1]=$b; 
$sel[2]=$c; 
$sel[3]=$d; 
 
for($i=0;$i<3;$i++){ 
  $j=int(rand(3)); 
  $k=int(rand(3)); 
  $tmp=$sel[$j]; 
  $sel[$j]=$sel[$k]; 
  $sel[$k]=$tmp; 
} 
      $data .= "1.$sel[0]<br>2.$sel[1]<br>3.$sel[2]<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=$sel[0]><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=$sel[1]><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=$sel[2]><br><hr>¥n"; 
 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#      $data .= "1.$a<br>2.$b<br>3.$c<hr>¥n"; 
#     $data .= "1.<input type=radio name=ans value=$sel[0]><br>¥n"; 
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#      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=$sel[1]><br>¥n"; 
#      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=$sel[2]><br><hr>¥n"; 
#*****コメントアウトここまで***** 
 
#---選択肢が4つの場合--- 
    }else{ 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#選択肢の順番を変更する。 
$sel[0]=$a; 
$sel[1]=$b; 
$sel[2]=$c; 
$sel[3]=$d; 
 
for($i=0;$i<4;$i++){ 
  $j=int(rand(4)); 
  $k=int(rand(4)); 
  $tmp=$sel[$j]; 
  $sel[$j]=$sel[$k]; 
  $sel[$k]=$tmp; 
} 
      $data .= "1.$sel[0]<br>2.$sel[1]<br>3.$sel[2]<br>4.$sel[3]<hr>¥n"; 
      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=$sel[0]><br>¥n"; 
      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=$sel[1]><br>¥n"; 
      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=$sel[2]><br>¥n"; 
      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=$sel[3]><br><hr>¥n"; 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#      $data .= "1.$a<br>2.$b<br>3.$c<br>4.$d<hr>¥n"; 
#      $data .= "1.<input type=radio name=ans value=1><br>¥n"; 
#      $data .= "2.<input type=radio name=ans value=2><br>¥n"; 
#      $data .= "3.<input type=radio name=ans value=3><br>¥n"; 
#      $data .= "4.<input type=radio name=ans value=4><br><hr>¥n"; 
#*****コメントアウトここまで***** 
    } 
 
    $co++; 
    $r++; 
 
    $data .= "<input type=hidden name=co value=$co>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=id value=$id>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=q value=$q>¥n"; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
    $data .= "<input type=hidden name=a value=$sel[0]>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=b value=$sel[1]>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c value=$sel[2]>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=d value=$sel[3]>¥n"; 
#*****変更ここまで***** 
 
#*****変更に伴ってコメントアウト***** 
#    $data .= "<input type=hidden name=a value=$a>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=b value=$b>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=c value=$c>¥n"; 
#    $data .= "<input type=hidden name=d value=$d>¥n"; 
#*****コメントアウトここまで***** 
 
    $data .= "<input type=hidden name=c_a value=$c_a>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun1 value=$bun1>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=bun2 value=$bun2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c0 value=$c0>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c1 value=$c1>¥n"; 
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    $data .= "<input type=hidden name=c2 value=$c2>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c3 value=$c3>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c4 value=$c4>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=c5 value=$c5>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=st value=$st>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=no value=$no>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=ex value=$ex>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=r value=$r>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=l value=$l>¥n"; 
    $data .= "<input type=hidden name=usr value=$usr>¥n"; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
    $data .= "<input type=hidden name=y_n value=$y_n>¥n"; 
#*****変更ここまで***** 
 
    $data .= "<center><input type=submit value=$submit_value></center></form>¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#    $data .= "----------<br>¥n"; 
#    $count=$co-1; 
#    $data .= "<font size=-1>問題番号</font>：co=$count<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>問題ID</font>：id=$id<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>全正解数</font>：c0=$c0<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>読み正解数</font>：c1=$c1<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>書き正解数</font>：c2=$c2<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>対類正解数</font>：c3=$c3<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>四字正解数</font>：c4=$c4<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>知識正解数</font>：c5=$c5<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#    $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
 
    chdir "usr"; 
    chdir "$usr"; 
 
#---ユーザ名フォルダのnext.txtに次を書き込む--- 
    open(NEXT, ">$l-next.txt"); 
    print NEXT "$co,$c0,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5¥n"; 
    close NEXT; 
 
    if($half ne 0){ 
      open(PASS, ">>$l-$no"); 
      print PASS 
"$id[$r],$question[$r],$a[$r],$b[$r],$c[$r],$d[$r],$correct_ans[$r],$bunya1[$r],$bunya2[$r]¥n"; 
      close PASS; 
    } 
    chdir "../"; 
    chdir "../"; 
  } 
} #end：question 
 
#===模試終了後の表示=== 
sub last { 
  &time; 
  &ln; 
 
#####拡張ここから##### 
#---正解数が34問以下の場合--- 
  if($c0<35){ 
    $docchi="残念！"; 
    $gohi="不合格"; 
    $bun="残念、もう少し実力をつけよう。"; 
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#---35問以上の場合--- 
  }elsif($c0>=35){ 
    $docchi="やったね！"; 
    $gohi="合格"; 
    $bun="おめでとう。"; 
  } 
  $ten=$c0*2; 
 
#  $data .= "<font color=red>[拡張：模試結果¥表¥示¥]</font>¥n"; 
  $data .= "<CENTER><font color=green>拡張版 ②</font><br>模試結果<hr>¥n"; 
  $data .= "$docchi<br>$gohi</center><br>¥n"; 
  $data .= "$bun$mon月$ln級模試結果は$ten点で$gohiです。次回の模試迄はマイ問題集になります。¥n"; 
  $data .= "復習してもっと実力をつけましょう。<hr>¥n"; 
  $data .= "<a href=seikai.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1&y_n=$y_n>1.正解を見る</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=rank.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1&y_n=$y_n>2.ランキング</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=mymon.cgi?usr=$usr&l=$l&m=1&y_n=$y_n>3.マイ問題集</a><br>¥n"; 
  $data .= "<a href=top.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>0.メインメニュー</a>¥n"; 
#####拡張ここまで##### 
 
#---パラメータ--- 
#  $data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ポイント</font>：point=$point<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>全正解数</font>：c0=$c0<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>読み正解数</font>：c1=$c1<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>書き正解数</font>：c2=$c2<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>対類正解数</font>：c3=$c3<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>四字正解数</font>：c4=$c4<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>知識正解数</font>：c5=$c5<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>級</font>：l=$l<br>¥n"; 
#  $data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
#---パラメータここまで--- 
} #end：last 
 
#===日付取得=== 
sub time{ 
  #$ENV{'TZ'} = "JST-9"; 
  ($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
  $year += 1900; 
  $mon++; 
} #end：time 
 
#===履歴書き込み=== 
sub career { 
  &time; 
 
#---ポイントの取得--- 
#---35問以上正解の場合--- 
  if($c0 >= 35){ 
    $point=6; 
#---34問以下の場合--- 
  }elsif($c0 < 35){ 
    $point=3; 
  } 
 
#---ユーザ名フォルダの履歴ファイル(career.txt)に履歴を書き込む--- 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
open(LOG, ">>log.txt"); 
print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---$l-test_end¥n"; 
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close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
 
  open(PASS, ">>career.txt"); 
  print PASS "$mon,$day,$l,$c0,$c1,$c2,$c3,$c4,$c5,$point¥n"; 
  close PASS; 
 
#---ユーザ名フォルダの弱点ファイル(jaku.txt)に弱点を書き込む--- 
#履歴ファイルから各分野の点数を取得し、低い順に並べ替えて書き込む。 
  open(CA, "career.txt"); 
  @ca=<CA>; 
  @rev = reverse @ca; 
  close CA; 
 
  $r=0; 
  foreach(@rev) { 
    ($mon[$r],$day[$r],$l[$r],$c0[$r],$c1[$r],$c2[$r],$c3[$r],$c4[$r],$c5[$r],$point[$r]) =  
split(/<>/); 
 $r++; 
  } 
 
  open(JA, ">jaku.txt"); 
  print JA "1,$c1¥n"; 
  print JA "2,$c2¥n"; 
  print JA "3,$c3¥n"; 
  print JA "4,$c4¥n"; 
  print JA "5,$c5¥n"; 
  close JA; 
 
  open(JAKU, "jaku.txt"); 
  @jaku=<JAKU>; 
  close JAKU; 
 
  $g=0; 
  foreach(@jaku) { 
    ($b_no[$g],$b_point[$g]) = split(/,/); 
    $g++; 
  } 
 
  for($i=0; $i<5; $i++){ 
    for($j=0; $j<5; $j++){ 
      if($b_point[$i] < $b_point[$j]){ 
        $tmp=$b_point[$i]; 
        $b_point[$i]=$b_point[$j]; 
        $b_point[$j]=$tmp; 
        $tmp=$b_no[$i]; 
        $b_no[$i]=$b_no[$j]; 
        $b_no[$j]=$tmp; 
      }  
    } 
  } 
  unlink "jaku.txt"; 
 
  open(JAKUTEN, ">>jaku.txt"); 
  for($i=0; $i<5; $i++){ 
    print JAKUTEN "$b_no[$i],$b_point[$i]"; 
  } 
  close JAKUTEN; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
#解説表示のための誤答ファイルを作成する。 
#1つの誤答ファイルに書き込まれていた問題を、苦手分野の番号順にそれぞれのファイルそ作成する。 
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#その後苦手分野順になるように一つにまとめる。 
 
#---誤答の取得--- 
  open(GOTO, "$l-go-$no"); 
  @goto=<GOTO>; 
  close GOTO; 
 
  $h=0; 
  foreach(@goto){ 
    ($bunban[$h],$q[$h],$a[$h],$b[$h],$c[$h],$d[$h],$c_a[$h],$bun1[$h],$bun2[$h],$ans[$h], 
$seigo[$h],$bango[$h]) = split(/,/); 
 
#---各分野の誤答数を数える--- 
    if($bunban[$h]==$bb[0]){ 
      $kazu1++; 
    }elsif($bunban[$h]==$bb[1]){ 
      $kazu2++; 
    }elsif($bunban[$h]==$bb[2]){ 
      $kazu3++; 
    }elsif($bunban[$h]==$bb[3]){ 
      $kazu4++; 
    }elsif($bunban[$h]==$bb[4]){ 
      $kazu5++; 
    } 
    $h++; 
  } 
 
#---苦手分野の番号順にそれぞれのファイルを作成する--- 
  $i=0; 
  $ii=0; 
  while($ii<$h){ 
 
    if($bb[0]==$bunban[$i]){ 
      open(GO1, ">>$l-go1.txt"); 
      print GO1 "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
      $i++; 
      $ii++; 
      close GO1; 
    } 
 
    if($bb[1]==$bunban[$i]){ 
      open(GO2, ">>$l-go2.txt"); 
      print GO2 "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
      $i++; 
      $ii++; 
      close GO2; 
    } 
 
    if($bb[2]==$bunban[$i]){ 
      open(GO3, ">>$l-go3.txt"); 
      print GO3 "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
      $i++; 
      $ii++; 
      close GO3; 
    } 
 
    if($bb[3]==$bunban[$i]){ 
      open(GO4, ">>$l-go4.txt"); 
      print GO4 "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
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$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
      $i++; 
      $ii++; 
      close GO4; 
    } 
 
    if($bb[4]==$bunban[$i]){ 
      open(GO5, ">>$l-go5.txt"); 
      print GO5 "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
      $i++; 
      $ii++; 
      close GO5; 
    } 
  } 
 
#---それぞれに作成したファイルを一つにまとめる--- 
#---苦手：１--- 
  open(GO11, "$l-go1.txt"); 
  @go11=<GO11>; 
  close GO11; 
 
  $s=0; 
  foreach(@go11){ 
    ($bunban[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s],$ans[$s], 
$seigo[$s],$bango[$s]) = split(/,/); 
    $s++; 
  } 
  open(PRI, ">>$l-go.txt"); 
  for($i=0; $i<$kazu1; $i++){ 
    print PRI "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
  } 
  close PRI; 
 
#---苦手：２--- 
  open(GO22, "$l-go2.txt"); 
  @go22=<GO22>; 
  close GO22; 
 
  $s=0; 
  foreach(@go22){ 
    ($bunban[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s],$ans[$s], 
$seigo[$s],$bango[$s]) = split(/,/); 
    $s++; 
  } 
  open(GOPRI, ">>$l-go.txt"); 
  for($i=0; $i<$kazu2; $i++){ 
    print GOPRI "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
  } 
  close GOPRI; 
 
#---苦手：３--- 
  open(GO33, "$l-go3.txt"); 
  @go33=<GO33>; 
  close GO33; 
 
  $s=0; 
  foreach(@go33){ 
    ($bunban[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s],$ans[$s], 
$seigo[$s],$bango[$s]) = split(/,/); 
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    $s++; 
  } 
  open(GOPRI, ">>$l-go.txt"); 
  for($i=0; $i<$kazu3; $i++){ 
    print GOPRI "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
  } 
  close GOPRI; 
 
#---苦手：４--- 
  open(GO44, "$l-go4.txt"); 
  @go44=<GO44>; 
  close GO44; 
 
  $s=0; 
  foreach(@go44){ 
    ($bunban[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s], 
$ans[$s],$seigo[$s],$bango[$s]) = split(/,/); 
    $s++; 
  } 
  open(GOPRI, ">>$l-go.txt"); 
  for($i=0; $i<$kazu4; $i++){ 
    print GOPRI "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
  } 
  close GOPRI; 
 
#---苦手：５--- 
  open(GO55, "$l-go5.txt"); 
  @go55=<GO55>; 
  close GO55; 
 
  $s=0; 
  foreach(@go55){ 
    ($bunban[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s],$ans[$s], 
$seigo[$s],$bango[$s]) = split(/,/); 
    $s++; 
  } 
  open(GOPRI, ">>$l-go.txt"); 
  for($i=0; $i<$kazu5; $i++){ 
    print GOPRI "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
  } 
  close GOPRI; 
 
#---分野ごとの誤答ファイルを削除--- 
  unlink "$l-go1.txt"; 
  unlink "$l-go2.txt"; 
  unlink "$l-go3.txt"; 
  unlink "$l-go4.txt"; 
  unlink "$l-go5.txt"; 
 
#---$l-go.txtのデータを$l-go-$noに移す--- 
  unlink "$l-go-$no"; 
 
  open(GOO, "$l-go.txt"); 
  @goo=<GOO>; 
  close GOO; 
 
  $s=0; 
  foreach(@goo){ 
    ($bunban[$s],$q[$s],$a[$s],$b[$s],$c[$s],$d[$s],$c_a[$s],$bun1[$s],$bun2[$s],$ans[$s], 
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$seigo[$s],$bango[$s]) = split(/,/); 
    $s++; 
  } 
  open(PRINT, ">>$l-go-$no"); 
  for($i=0; $i<$h; $i++){ 
    print PRINT "$bunban[$i],$q[$i],$a[$i],$b[$i],$c[$i],$d[$i],$c_a[$i],$bun1[$i],$bun2[$i], 
$ans[$i],$seigo[$i],$bango[$i]"; 
  } 
  close PRINT; 
  unlink "$l-go.txt"; 
#*****変更ここまで***** 
 
#---問題ベースの各分野のランキングテキストにランクを書き込む--- 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
  chdir "$l"; 
 
  open(RANK1, ">>r_1.txt"); 
  print RANK1 "$usr,$c1¥n"; 
  close RANK1; 
  open(RANK2, ">>r_2.txt"); 
  print RANK2 "$usr,$c2¥n"; 
  close RANK2; 
  open(RANK3, ">>r_3.txt"); 
  print RANK3 "$usr,$c3¥n"; 
  close RANK3; 
  open(RANK4, ">>r_4.txt"); 
  print RANK4 "$usr,$c4¥n"; 
  close RANK4; 
  open(RANK5, ">>r_5.txt"); 
  print RANK5 "$usr,$c5¥n"; 
  close RANK5; 
  open(RANK0, ">>r_0.txt"); 
  print RANK0 "$usr,$c0¥n"; 
  close RANK0; 
 
  chdir "../"; 
  chdir "usr"; 
  chdir "$usr"; 
 
#---ユーザ名フォルダのポイントファイル(point.txt)にポイントを書き込む--- 
  open(RANK, ">>point.txt"); 
  print RANK "$point¥n"; 
  close RANK; 
} #end：career 
 
  chdir "../"; 
  chdir "../"; 
 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
} #end：htmlout 
 
&htmlout; 
exit; 



#!/usr/local/bin/perl 
 
#=============================================== 
#   拡張版・ユーザテスト1後--トップ(top.cgi) 
#=============================================== 
 
require "jcode.pl"; 
require "cgi-lib.pl"; 
 
&ReadParse(*in); 
$usr=$in{usr}; #ユーザ名 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
$y_n=$in{y_n}; #前回の模試の級のみを表示するか否か(はい：1,いいえ：0) 
$l=$in{l}; #級(2,2jun,3,4,5) 
#各リンクにy_n=$y_nとl=$lを追記 
 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
#ユーザ名フォルダにある履歴ファイル(rireki.txt)からデータを読み込み、 
#データがない場合は$y_nを0とする。 
open(C, "career.txt"); 
@stat = stat "career.txt"; 
close C; 
 
#---履歴ファイルが空の場合--- 
if($stat[7]==0){ 
  $y_n=0; 
} 
 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
 
#*****変更ここまで***** 
 
$data .= "<html><body>¥n"; 
$data .= "<CENTER><font color=green>拡張版 ②</font><br>¥n"; 
$data .= "<img src=http://www.anna.iwate-pu.ac.jp/~g031w018/schoolwork/semis/gif/top.gif WIDTH=96 
HEIGHT=96></CENTER>¥n"; 
$data .= "<A HREF=info.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>1.漢字の世界とは</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=oshirase.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>2.お知らせ</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=cal.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>3.検定のご案内</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=kobo.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>4.公募のご案内</A><BR>¥n"; 
 
#*****ユーザテスト1後の変更***** 
chdir "usr"; 
chdir "$usr"; 
 
#---前回の模試の級のみを表示する場合--- 
if($y_n==1){ 
  open(NEXT, "$l-next.txt") or $ex=0; 
  close NEXT; 
 
#---ユーザ名フォルダの続きファイル($l-next.txt)が存在する場合--- 
  if($ex ne 0){ 
    open(NEXT, "$l-next.txt"); 
    while(<NEXT>){ 
      chop; 
      @tmp=split(/,/); 
      $co=$tmp[0]; 
      $c0=$tmp[1]; 
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      $c1=$tmp[2]; 
      $c2=$tmp[3]; 
      $c3=$tmp[4]; 
      $c4=$tmp[5]; 
      $c5=$tmp[6]; 
    } 
    close NEXT; 
 
#---模試が終了している場合--- 
    if($tmp[0]==51){ 
      $ex=1; 
#---模試が途中の場合--- 
    }else{ 
      $ex=2; 
    } 
  } 
 
#---続きファイルが存在しない場合--- 
  if($ex==0){ 
    $data .= "<a href=test.cgi?l=$l&co=1&aa=0&bb=0&bun=0&c0=0&c1=0&c2=0&c3=0&c4=0&c5=0&usr=$usr& 
y_n=$y_n>5.漢検模試</a><br>¥n"; 
 
#---続きファイルが存在し、模試が終了している場合--- 
  }elsif($ex==1){ 
    $data .= "<a href=mymon.cgi?l=$l&usr=$usr&m=1&y_n=$y_n>5.漢検模試</a><br>¥n"; 
 
#---続きファイルが存在し、模試が途中の場合--- 
  }elsif($ex==2){ 
    $data .= "<a href=next.cgi?l=$l&usr=$usr&y_n=$y_n>5.漢検模試</a><br>¥n"; 
  } 
 
#---全ての級を表示する場合--- 
}elsif($y_n==0){ 
  $data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>5.漢検模試</A><BR>¥n"; 
} 
 
#<<<<<ユーザテスト2・ログ>>>>> 
($sec,$min,$hour,$day,$mon,$year) = localtime(time); 
$year += 1900; 
$mon++; 
open(LOG, ">>log.txt"); 
print LOG "$year/$mon/$day/$hour:$min:$sec---top¥n"; 
close LOG; 
#<<<<<ログここまで>>>>> 
 
chdir "../"; 
chdir "../"; 
#*****変更ここまで***** 
 
#$data .= "<A HREF=moshi.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>5.漢検模試</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=lakan.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>6.La漢･ﾊﾟｽﾞﾙｸｲｽﾞ</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=chishiki.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>7.今日の知識</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=myseiseki.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>8.マイ成績¥表¥</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=mymenu.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>・ﾏｲﾒﾆｭｰ登録</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=kaijo.cgi?usr=$usr&m=1&y_n=$y_n&l=$l>・ﾏｲﾒﾆｭｰ解除</A><BR>¥n"; 
#$data .= "<A HREF=test.html?usr=$usr&y_n=$y_n>・自分情報編集</A><BR>¥n"; 
$data .= "<A HREF=toiawase.cgi?usr=$usr&y_n=$y_n&l=$l>・お問合せ</A>¥n"; 
#$data .= "&copy;ZAPPALLAS,INC<BR>&copy;(財)日本漢字<BR>能力検定協会¥n"; 
 
#---パラメータ--- 
#$data .= "<br><br>----------<br>¥n"; 
#$data .= "<font size=-1>ユーザ名</font>：usr=$usr¥n"; 
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#---パラメータここまで--- 
$data .= "</body></html>¥n"; 
 
#===HTML出力=== 
sub htmlout { 
  $len = length($data); 
  print "Content-type: text/html¥n"; 
  print "Content-length: $len¥n"; 
  print "¥n"; 
  print $data; 
}#htmlout:end 
 
&htmlout; 
 
exit; 



資料 2 現行版プログラムの構成 

 

next.cgi moshi_info.cgi toroku.cgi

mailmenu.cgi

test.cgi moshi.cgi top.cgi login.cgi

mymon.cgi info.cgi otameshi.cgi

seikai.cgi oshirase.cgi cal.cgi

rank.cgi
ken_info.cgi jimu.cgi

rireki.cgi
kobo.cgi

point.cgi
lakan.cgi

advice.cgi myseiseki.cgi
chishiki.cgi

2 1-yomi.txt mymenu.cgi
2-kaki.txt
3-rui.txt kaijo.cgi
3-tai.txt
4-yoji.txt toiawase.cgi
5-chishiki.txt
r_0.txt
r_1.txt
r_2.txt
r_3.txt

r_4.txt

r_5.txt

2jun
3
4
5

usr password.txt
mail.txt
point.txt

usr1 career.txt
jaku.txt
point.txt
4-1test.txt
4-next.txt
　　：
　　：

usr2 career.txt
jaku.txt
point.txt
　　：
　　：

線は双方向を示す

フォルダ2と同様

細枠は表示のみ

太枠はプログラム動作あり

フォルダ

矢印は一方向を示す

 



資料 3 ユーザテスト 1 における現行版から拡張版へのデータ移行 

 

ユーザテスト 1 で現行版から拡張版にデータを移行させるため，以下に示す

現行版のファイルについて設定を行った．ソースコードは資料 1 を参照． 

・ 登録（toroku.cgi） 

・ 模試（test.cgi） 

 

登録では，拡張版のユーザフォルダにも，ユーザ名のフォルダと履歴・弱点

ファイルが作成されるよう設定した． 

また，模試では，拡張版のユーザ名のフォルダに解説用ファイル，マイ問題

集用ファイルが模試を受けている間作成されるよう設定し，模試終了後には履

歴，ランキングが書き込まれるよう設定した． 

プログラム中では， #<<<<<ユーザテスト 1・データ移行>>>>> と  #<<<<<

データ移行ここまで>>>>> にはさまれる個所がデータ移行部分である． 

 

 

 



資料 4 アンケート 

 

・ 解説での正誤情報について 

- 自分がどこを間違えたのかがわかったか 

- 表示方法が 3 つ用意されていたことはどうだったか 

 

・ 合否通知について 

- 模試終了直後に合否、苦手分野が分かることはどうだったか 

 

・ マイ問題集においての出題方法について 

- 学習したい分野が選択式になっていたのはどうだったか 

- 模試で出題された問題と同じ問題が使われていたことはどうだったか 

- 問題数を決めないで好きなだけ学習できることはどうだったか 

- 模試で出題された問題を全て終了させてから、模試では出題されていな

い新しい問題が出題されることはどうだったか 

 



資料 5 ユーザテスト 2 におけるログの設定 

 

ユーザテスト 1 でログを取るため，ユーザ名フォルダにあるログファイル

（log.txt）に場所，時間が書き込まれるように以下に示すユーザテスト 1 後の

拡張版ファイルについて設定を行った．ソースコードは資料 1 を参照． 

・ マイ問題集（mymon.cgi） 

・ マイ成績表（myseiseki.cgi） 

・ 模試（test.cgi） 

・ トップページ（top.cgi） 

 

プログラム中では， #<<<<<ユーザテスト 2・ログ>>>>> と #<<<<<ログこ

こまで>>>>> にはさまれる箇所がログ書き込み部分である． 

 

 

 



資料 6 ユーザテスト 2 のログ 

 

被験者 1 

 

＜1 日目＞木曜日 

2002/1/17/22:37:46---top  トップページ 

2002/1/17/22:38:35---3-test_start 3 級模試開始 

2002/1/17/22:55:3---3-test_end  3 級模試終了「42,10,10,6,7,9」苦手分野：対義語類義語 

 

模試の点数「総合，読み，書き，対義

語類義語，四字熟語，知識」の順 

＜2日目＞金曜日 

2002/1/18/21:4:50---top  トップページ 

2002/1/18/21:5:44---4-test_start 4 級模試開始（１） 

2002/1/18/21:7:9---5-test_start 5 級模試開始 

2002/1/18/21:19:31---5-test_end 5 級模試終了「48,10,10,10,10,8」苦手分野：知識 

2002/1/18/21:20:34---top  トップページ 

 

ログインからサイトに来た

場合トップページを通る 

＜3日目＞土曜日 

＊メール受信 5:30（2 日目に配信する予定だったメール） 

＊メール受信 9:30 

2002/1/19/10:15:28---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5214  3 級のマイ問題集 分野：知識 

2002/1/19/10:15:38---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5115  5 級のマイ問題集 分野：知識 

2002/1/19/10:16:20---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5120 

2002/1/19/10:16:46---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5113 

2002/1/19/10:17:3---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5107 

2002/1/19/10:17:23---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5119 

2002/1/19/10:17:41---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5601 

2002/1/19/10:18:2---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5602 

2002/1/19/10:18:21---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5113 

2002/1/19/10:18:48---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5204 

2002/1/19/10:19:10---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5115 

2002/1/19/10:19:36---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5201 

2002/1/19/10:20:5---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5113 

2002/1/19/10:20:33---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5107 

2002/1/19/10:20:51---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5113 

2002/1/19/10:21:12---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5107 

2002/1/19/10:21:33---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5115 

2002/1/19/10:21:56---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5115 

2002/1/19/10:22:14---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5107 

2002/1/19/10:22:29---l=5,nani=5,new=0,mmm=,id=5606 

2002/1/19/10:22:54---top  トップページ 

2002/1/19/10:23:4---mymon_top マイ問題集トップページ 

2002/1/19/10:23:59---top  トップページ 

2002/1/19/10:24:40---mymon_top マイ問題集トップページ 

メールからサイトに来た

場合すぐに問題が始まる 

l ： 級 

nani ： 選択分野 

1－読み  2－書き 

3－類義語対義語 

4－四字熟語  5－知識 

new ： 出題された問題の種類 

0－模試で出題された問題 

1－新しい問題 

mmm ： 問題の取得場所 

1－レベルフォルダ（問題タンク）

それ以外－ユーザ毎のマイ問題集

ファイル 

id ： 問題番号 

2002/1/19/20:18:32---top  トップページ 

2002/1/19/20:19:16---2-test_start  2 級模試開始（１） 

2002/1/19/20:29:41---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5419   3 級のマイ問題集 分野：知識 

2002/1/19/20:30:4---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5211 

2002/1/19/20:30:22---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5415 



2002/1/19/20:30:45---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5214 

2002/1/19/20:31:3---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5413 

2002/1/19/20:31:23---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5418 

2002/1/19/20:31:49---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5210 

2002/1/19/20:32:10---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5216 

2002/1/19/20:32:25---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5210 

2002/1/19/20:32:39---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5417 

2002/1/19/20:33:14---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5210 

2002/1/19/20:33:31---l=3,nani=5,new=0,mmm=,id=5203 

2002/1/19/20:33:53---top  トップページ 

 

2002/1/19/23:33:58---top   トップページ 

2002/1/19/23:34:35---4-test_start  4 級模試開始（２） 

2002/1/19/23:51:15---4-test_end  4 級模試終了「38,9,10,8,9,2」苦手分野：知識 

 

＜4 日目＞日曜日 

＊メール配信なし 

 

＜5 日目＞月曜日 

＊メール受信 9:30 

2002/1/21/22:28:44---l=4,nani=1,new=0,mmm=,id=1121  4 級のマイ問題集 分野：読み 

2002/1/21/22:30:5---l=4,nani=1,new=0,mmm=,id=1118 

 

＜6 日目＞火曜日 

＊メール受信 9:30 

2002/1/22/12:20:34---top     トップページ 

2002/1/22/12:21:3---2jun-test_start  準 2 級模試開始（１） 

2002/1/22/12:23:52---2jun-test_start 準 2 級模試開始（２） 

2002/1/22/12:24:11---2jun-test_start 準 2 級模試開始（３） 

2002/1/22/12:24:27---2jun-test_start 準 2 級模試開始（４） 

2002/1/22/12:25:41---2-test_start     2 級模試開始（２） 

 

被験者 2 

 

＜1 日目＞木曜日 

 

＜2 日目＞金曜日 

2002/1/18/11:43:4---top   トップページ 

2002/1/18/11:44:56---top   トップページ 

2002/1/18/11:46:19---3-test_start  3 級模試開始（１） 

2002/1/18/11:55:5---3-test_start 3 級模試開始（２） 

2002/1/18/12:11:5---3-test_end 3 級模試終了「33,10,5,5,6,7」苦手分野：書き・対義語類義語 

2002/1/18/12:11:35---mymon_top マイ問題集トップページ 

2002/1/18/12:11:56---mymon_top マイ問題集トップページ 

 

模試の点数「総合，読み，書き，対義

語類義語，四字熟語，知識」の順 

 

 

 



＜3日目＞土曜日 

＊メール受信 15:18 

 

＜4 日目＞日曜日 

＊メール配信なし 

2002/1/20/15:8:13---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2106  3 級マイ問題集 分野：書き 

2002/1/20/15:8:53---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2115 

2002/1/20/15:9:53---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2127 

2002/1/20/15:10:28---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2107 

2002/1/20/15:11:2---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2127 

2002/1/20/15:11:32---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2115 

2002/1/20/15:11:59---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2122 

2002/1/20/15:12:24---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2117 

2002/1/20/15:12:56---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2115 

2002/1/20/15:13:27---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2103 

2002/1/20/15:13:54---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2113 

2002/1/20/15:15:37---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2103 

2002/1/20/15:16:3---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2129 

2002/1/20/15:16:33---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2106 

メールからサイトに来た

場合すぐに問題が始まる

2002/1/20/15:16:55---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2129 

2002/1/20/15:17:25---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2106 

2002/1/20/15:17:52---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2148 

2002/1/20/15:18:24---l=3,nani=2,new=0,mmm=,id=2148  模試で出題した問題終了 

2002/1/20/15:19:3---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2164  新しい 10 問取得開始 

2002/1/20/15:19:36---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2190 

2002/1/20/15:20:56---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2195 

2002/1/20/15:21:26---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2169 

2002/1/20/15:21:50---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2108 

2002/1/20/15:22:32---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2137 

2002/1/20/15:23:56---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2105 

2002/1/20/15:24:52---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2131 

2002/1/20/15:25:53---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2172 

2002/1/20/15:26:21---l=3,nani=2,new=1,mmm=1,id=2181 新しい 10 問取得終了 

2002/1/20/15:26:45---l=3,nani=2,new=1,mmm=0,id=2195 新しい 10 問の中から出題 

2002/1/20/15:27:11---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2181 

2002/1/20/15:27:48---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2169 

2002/1/20/15:28:13---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2164 

2002/1/20/15:28:36---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2108 

2002/1/20/15:29:23---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2105 

2002/1/20/15:29:53---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2137 

2002/1/20/15:30:14---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2108 

2002/1/20/15:30:39---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2190 

2002/1/20/15:31:9---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2131 

2002/1/20/15:31:42---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2137 

2002/1/20/15:32:11---l=3,nani=2,new=1,mmm=,id=2172 

2002/1/20/15:32:42---mymon_top  マイ問題集トップページ 

2002/1/20/15:33:6---mymon_top  マイ問題集トップページ 

l ： 級 

nani ： 選択分野 

1－読み  2－書き 

3－類義語対義語 

4－四字熟語  5－知識 

new ： 出題された問題の種類 

0－模試で出題された問題 

1－新しい問題 

mmm ： 問題の取得場所 

1－レベルフォルダ（問題タンク）

それ以外－ユーザ毎のマイ問題集

ファイル 

id ： 問題番号 

 

 

 



＜5日目＞月曜日 

＊メール受信 10:16 

2002/1/21/1:55:33---top  トップページ 

2002/1/21/1:56:31---top  トップページ 

 

ログインからサイトに来た

場合トップページを通る 

＜6日目＞火曜日 

＊メール受信 9:30 

2002/1/22/9:47:13---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1101  3 級マイ問題集 分野：読み 

2002/1/22/9:47:34---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1108 

2002/1/22/9:47:58---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1151 

2002/1/22/9:48:28---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1157 

2002/1/22/9:48:53---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1136 

2002/1/22/9:49:14---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1127 

2002/1/22/9:49:37---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1135 

2002/1/22/9:49:59---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1113 

2002/1/22/9:50:27---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1129 

2002/1/22/9:51:3---l=3,nani=1,new=0,mmm=,id=1110 

2002/1/22/9:51:39---mymon_top  マイ問題集トップページ 

 

 

 




