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§アプリの機能 
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§ユーザーインターフェースの改善点 

中間発表 最終審査 

＜いつだれなにを＞ 



§ユーザーインターフェースの改善点 

中間発表 最終審査 

＜四択問題＞ 



§ユーザーインターフェースの改善点 

     という表示ではどの画面に戻るのかわからない 

 「トップ画面へ」と変更したが、うまく変更されなかった 

 

 

 

｢トップ画 ボタン 

 UIViewControllerを使用し、 

   Storyboard上でボタンを作成 

 

 

 

＜問題点＞ 

＜解決策＞ 
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中間発表 最終審査 

＜四択問題＞ 



§ユーザーインターフェースの改善点 

 問題を何問解いても「次の問題へ」ボタンが 

       表示されていた 

 

 

 

｢次の     ボタン 

 10問で出題終了 

 解き終わるとボタンが       と変わり、 

   タップすると成績画面に遷移するように変更 

 

 

 

＜問題点＞ 

＜解決策＞ 



§ユーザーインターフェースの改善点 

 

 画面遷移をする時に動きが悪くなった(重くなった) 

 

画面遷移 

＜問題点＞ 

＜解決策＞ 

 Storyboard IDを使用して 

    コードによって画面遷移を行う 

 

 



§学習成績機能 

 FMDB 

 

 SQLite用のライブラリ 

 

 データベース(SQLite) 

 

＜成績機能の作成の為に必要なもの＞ 



§学習成績機能 

 FMDBをダウンロードし、プロジェクト内に追加 

 



§学習成績機能 

 SQLite用のライブラリを有効にする 

 

 プロジェクトのクラス内にSQL文を記述 

 データベースのオープン/クローズ 

 テーブル作成(CREATE) 

 行の追加(INSERT) 

 行の選択(SELECT） 
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§学習成績機能 

 itudareテーブル 

 

 

主キー 問題数 いつ だれ なにを 正誤判定 

カラム id number itu dare nani seigo 

属性 INTEGER TEXT TEXT TEXT TEXE TEXT 

 yontakuテーブル 

 

 
主キー 問題数 問題文 選んだ答え 正答 

カラム id number toi sel kotae 

属性 INTEGER TEXT TEXT TEXT TEXT 



§学習成績機能(DB) 

 まずはサンプル通り文字列(固定値)を挿入 

 

 

 

FMDatabase* db  = [FMDatabase databaseWithPath:@“DBPATH"]; 

 

[db open]; 

 

 NSString*   sql = @"INSERT INTO itudare (number,itu,dare,nani,seigo) 

VALUES (?,?,?,?,?)"; 

 

[db executeUpdate:sql, @”問題番号“, @”いつ“, @”だれ“, @”なに“, 

 @”正誤判定“]; 

 

[db close]; 

VALUES(問題番号, いつ, だれ, なに,正誤判定) 



§学習成績機能(DB) 



§学習成績機能(DB) 

 次にStoryboardの部品の名前を挿入 

（Storyboardの部品名は宣言すれば 

      変数のように使える） 

 

 

 

 

FMDatabase *db = [FMDatabase databaseWithPath:@“DBPATH"]; 

 

NSString *sql = @"INSERT INTO itudare(number,itu,dare,nani,seigo) 

VALUES (?,?,?,?,?)"; 

 

[db open]; 

 

[db executeUpdate:sql, count,_itu,_dare,_nani,_seigoLabel]; 

 

[db close];  問題番号のLabel 
選んだ選択肢が 

格納されるLabel 

○×が格納される 

Label 



§学習成績機能(DB) 

 しかし、行の追加命令で値の取得が 

    出来ていないことが判明 

VALUES(1973年,Bob Metcalfe,イーサネット,○) 



§学習成績機能(DB) 

 数値やLabel名を変数に保存してから使用した 

NSString *kz2 = [NSString stringWithFormat: @"%d", count]; 

i[count] = [NSString stringWithFormat: @"%@", self.itu.text]; 

d[count] = [NSString stringWithFormat: @"%@", self.dare.text]; 

n[count] = [NSString stringWithFormat: @"%@", self.nani.text]; 

seigo[count] = [NSString stringWithFormat:  

     @"%@“,self.seigoLabel.text]; 

 

FMDatabase *db = [FMDatabase databaseWithPath:@“DBPATH"]; 

NSString *sql = @"INSERT INTO itudare(number,itu,dare,nani,seigo)  

VALUES (?,?,?,?,?)“ 

[db open]; 

[db executeUpdate:sql,kz2,i[count],d[count],n[count],seigo[count]]; 

[db close]; 



§学習成績機能(DB) 



§開発環境 

OS Mac OS X 10.8.5 

開発環境 Xcode 5.0 

開発言語 Objective-C 

DB SQLite3 

動作環境 iOS 7.0.4 
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