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平成 28 年 8 月 2 日 

2016 年度前期プログラム設計期末試験問題 
試験時間 1 時間 

 

１．リスト構造（鎖状配置）と配列のデータの相違ついて 50 字から 100 字の範囲で説明せよ。 

 

２．成績をおさめた構造体プログラムがある。①これを用いて各人の MATH と ENG の平均点を計算する関数、

double get_ave(SK s) を書け。②構造体として記述されている 3 人の学籍番号（number）、名前(name)、ENG と

MATH の平均点数を画面に表示するプログラムを for 文を使って書け。 

#include <stdio.h> 

typedef struct seiseki{ 

 int number; 

 char *name; 

 int ENG; 

 int MATH; 

 double ave; 

} SK; 

double get_ave(SK s); 

int main(void){ 

 int i; 

 SK s[3] ={ 

  {1001, "yamada", 90, 80, 0.0}, 

  {1002, "aoki", 80,70, 0.0}, 

  {1003, "kawai", 85, 65,0.0}, 

 }; 

 for(i=0; i<=2; i++) s[i].ave = get_ave(s[i]); 

 printf("number\tname\taverage \n"); 

 /*3 人の学籍番号、名前、ENG と MATH の平均点数を画面に表示する*/  

return(1); 
} 
 

３．バブルソートを用いて、文字を辞書順に並べるプログラムを完成させるために、①データを交換する部分、②

ソートして、結果を画面に出力するプログラム、を書け。 
#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

void bublesort(char *a, int n) 

{ 

char temp; 

while(n > 0){ 

 int bdone = 0 ; 

 int i = 1; 

 /*maximum value moves the end of the right*/ 

 while(i < n){ 

  if(a[i-1] > a[i]){ 

  /*①データを交換する*/ 

  bdone = 1; 

  } 

 i++; 

} 

if(bdone == 0) break; 

 n--; 

} 

} 

void bublesort(char *a, int n); 

int main(void){ 

char a[] = "yamadatakashi"; 

int n = strlen(a) ; 

/*②ソートして結果を表示する*/ 

return(1); 

} 
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４．２分探索木のプログラムがある。①データを小さい値から順に表示する関数 void printdata(NODE *root) 

を書け。また、②データを大きい順から表示する関数 void printdata(NODE *root)をかけ。  

 
#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

 

typedef struct data{ 

 int key; 

 struct data *left; 

 struct data *right; 

}NODE; 

void printdata(NODE *root); 

 

int main(void){ 

 NODE *root; /*分岐点へのポインタ*/ 

 NODE state1 = {50 ,NULL,NULL}; 

 NODE state2 = {40 ,NULL,NULL}; 

 NODE state3 = {60 ,NULL,NULL}; 

 NODE state4 = { 30, NULL, NULL}; 

 NODE state5 = { 45, NULL, NULL}; 

 NODE state6 = { 80, NULL, NULL}; 

 NODE state7 = { 55, NULL, NULL}; 

 root= &state1; 

 state1.left=&state2; 

 state1.right=&state3; 

 state2.left=&state4; 

 state2.right=&state5; 

 state3.left=&state7; 

 state3.right=&state6; 

 

 printdata(root); 

 

return(1); 

} 

 

５．ハッシュ構造からデータを削除するプログラムを完成させるために、①void dellist(LIST *hashtable[], char 

*dname)  関数の空白部分（２箇所）を記述せよ。そして、ハッシュ値ごとにハッシュテーブル中にあるすべての

名前を表示するプログラムを書け。②の空白部分を記述すればよい。 
 

#include <string.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define HASH_SIZE 3 

 

typedef struct data { 

 char *name; 

 struct data *next; 

} LIST; 

 

int hash(char *ps); 

void dellist(LIST *hashtable[], char *dname); 

 

int main(void){ 

LIST *hashtable[HASH_SIZE]; 

LIST *p; 

LIST s[6] = { 

{"yamada", NULL},{"kawada", NULL}, {"mutoh",  

NULL};{"amano",  NULL},{"tanaka", NULL},{"fukuda", 

NULL}, 

}; 

int i; 

char *delname = "mutoh";//削除する名前 

 

hashtable[0]=&s[0]; s[0].next=&s[4]; 

hashtable[1]=&s[5]; 

hashtable[2]=&s[1]; s[1].next=&s[2]; s[2].next=&s[3]; 

  

dellist(hashtable, delname); 

 

printf("\nAfter deletion\n");  

for(i = 0; i < HASH_SIZE; i++) { 

printf("Hash value %d\t", i);  

 

② 

 

 

} 

 

return 0; 

 

} 

 

int hash(char *ps){ 

 int total = 0; 

 while(*ps != '\0') total = total + *ps++; 

 return total%HASH_SIZE; /*剰余*/ 

} 

 

 

６．スタックは、後入れ先出し(Last In First Out: LIFO)の特徴をもつデータ構造である。PUSH 命令はスタックに

データを格納する操作、POP命令はデータを取り出す操作である。下記のように9回の命令を実行したとき、最

後の POP 命令によって出力されるデータは何か。適切なものを選択肢(1) – (4)の中から一つ選べ。 

（1） PUSH  a （2） PUSH  b  （3） PUSH  c （4） PUSH  d  （5） POP 

（6） POP      （7） PUSH  b   （8） POP      （9） POP 

（選択肢） 

（1） a   （2） b    （3） c   （4） d 


