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問題 1-1
2つの int型の数 a, bを引数として、下の計算結果を int型で返す関数をそれぞれ書け。できたら Processingで実際に入力してテスト
せよ。但し、引数が 2つの関数の書き方は以下のようになる。
 返り値の型 関数名 (引数 1, 引数 2){
  //処理
  return 返り値の値 ;
 }
(1)加算

(2)減算

(3)乗算

(4)除算

(5)上の関数は引数／返り値ともに整数だったが、今度は引数／返り値ともに浮動小数点数（float型）を扱える関数に書き換えなさい。
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問題 1-2
（1）5つの int型の数 a, b, c, d, eを引数として、平均値を float型で返す関数を書け。

（2）同じ引数を用い、その中での最大値を int型で返す関数を書け。但し、既存の max関数などは使えない。

条件分岐させるには if文（if～ else文）を使う。if文は下のような構造である。
 if(条件 ){
  //条件にあてはまる時の処理
 }else{
  //条件にあてはまらない場合の処理
 }
また、条件分岐が多岐に渡る場合は以下のように else if文を挿入する。
 if(条件 A){
  //処理 A
 }else if(条件 B)
  //処理 B
 }else{
  //処理
 }
条件には以下のような「比較演算子」を使う。

 A < B //Aが Bより小さい
 A > B //Aが Bより大きい
 A <= B //Aが B以下
 A >= B //Aが B以上
 A == B //Aと Bの値が同じ
 A != B //Aと Bの値が異なる

「条件 Aを満たし、かつ条件 Bを満たす場合」などのように書きたい場合は、以下の「論理演算子」を使う。
 条件 A && 条件 B  //条件 Aを満たし、かつ条件 Bを満たす
 条件 A || 条件 B  //条件 Aまたは条件 Bを満たす
 !条件 A   //条件 Aを満たさない

（3）逆に、最小値を int型で返す関数を書け。
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問題 1-3
(1)自宅で餃子パーティーをしようと思うのだが、直前まで人数がわからない。人数がわかり次第速やかに買い出しに行けるように、人数を打ち
込めば必要な材料一覧をコンソールに出力するような関数を作れ（返り値はなくてよい）。

但し、餃子 1人前を作るためには以下の材料が必要だとする。
ひき肉 50g
キャベツ 30g

コンソールに出力するには

 println();
関数を使う。

文字列を直接書いて出力する場合は

 println("mojimojimoji");
のように文字列をダブルクォーテーションで囲んで入力する。

変数 valueの値を出力する場合は
 println(value);
文字列と変数を組み合わせたい場合は

 println("hikiniku: " + value + "g");
などと書く。

返り値の無い関数は以下のように返り値を「void」と書き、return文は不要である。
 void 関数名 (引数 ){
  //処理
 }

(2)
上の関数に以下の材料と自分の好きな材料も追加して人数分の材料を出力せよ。

ニラ 0.2束
餃子の皮 5枚
酒 小さじ 2
醤油 小さじ 1
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問題 1-4
（1）1秒毎に実行される
 void eachSec(int sec){
 }
メソッドがあるとする。引数 secの値はプログラム起動時は「0」であるが、この関数が実行される毎に「1、2、3......」と増加していく。
この関数を使い、引数 secが 3の倍数の時には "aho"と出力するプログラムを考案せよ。
・ある数 xを 3で割った時の余りを求める時には記号「%」を用い、
 amari = x % 3;
のように書く。

・コンソールに出力するには

 println();
関数を使う。

（2）
3の倍数以外の時には単に秒数を出力せよ。

（3）
(1)のプログラムを使い、さらに 5の倍数の時には "（任意の文字列）"を出力せよ。

（4）
さらに、3と 5の公倍数の時には別の文字列を出力せよ。

（5）
これまではコンソールに出力していたが、今度は画面上に描画する。

 3の倍数の時 :  全画面を色 1で塗る。
 5の倍数の時 :  全画面を色 2で塗る
 3と 5の公倍数の時 : 全画面を色 1と色 2の掛け合わせで塗る。
 それ以外 :  数字を画面上に表示する。

ただし、全画面を色で塗りつぶすというのは、つまり、塗りつぶしの色を設定して、全画面の大きさの四角形を描くことである。

塗りつぶしの色の設定 : 
 fill(float r, float g, float b);
r（赤）、g（緑）、b（青）で値は 0～ 255である。

四角形を描く :
 rect(float x, float y, float w, float h);
x（始点の x座標）、y（始点の y座標）、w（幅）、h（高さ )である。

画面の幅は 600（px）、高さは 600（px）とする。
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問題 1-5
（1）黒い塗りの円を画面上の x座標 300px、y座標 300pxを中心として幅 100px, 高さ 100pxで描きたい。次の関数を使って画面上に
点を描け。

void fill(float r, float g, float b); //塗りつぶしの色
void ellipse(float x, float y, float w, float h); //中心の x, 中心の y, 幅、高さ

（2）幅 10px、高さ 10pxの円を画面上の (50, 300)を一つ目の円の中心として、横に 25個描きたい。また、1つ 1つの円の間の x座標
を 20px空けたい。反復構造を使ってこれを実現せよ。
反復構造には for文を使う。for文は
 for(最初にやること ;  終了条件 ;  繰り返しごとに行うこと ){
  //処理
 }
のようになっているが、例えば同じことを 25回繰り返したい場合、カウント用の変数を用意して
 for(int i = 0; i < 25; i++){
  //処理
 }
のように書くのが定跡である。

（3）今度は同じ円を縦に 25個描きたい。(300, 50)を一つ目の円の中心としてこれを実現せよ。

（4）縦横に円を 25個ずつ並べたい。二重の反復構造（for文）を使ってこれを実現せよ。

二重の反復構造は以下のように書く。

 for(int i = 0; i < 25; i++){
  for(int ii = 0; ii < 25; ii ++){

  }
 }


