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コード 1：【check_login.php】 データベースから呼び出して照合 

 
 
  

$connect = mysql_connect("localhost", "root", ""); 
if ($connect) { 

//データベースの選択 
mysql_select_db("php_kyozaisite", $connect); 

 
//先生の ID呼び出し 
$sql = "select gakuseki_num from member where mode=¥"sensei¥""; 
$data = mysql_query($sql); 
while ($record = mysql_fetch_array($data)) { 

extract($record); 
$sensei_id = $gakuseki_num; 

} 
 

//パスワードのデータを呼び出す 
$sql = "select * from member where gakuseki_num=¥"$ID¥" and password=¥"$password¥""; 
$query =mysql_query($sql, $connect); 

} 
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コード 2：【check_login.php】データをセッションへ保存する 

 

//認証 
if (mysql_num_rows($query) == 1) { //学籍番号とパスワードが一致していれば、１行分のレコードが出るため 

//IDをセッションに保存 
$_SESSION["gakuseki_num"] = $ID; 
//振り分け 
if ($ID == $sensei_id) { //先生 

$login = "sensei"; 
} else { //学生 

$login = "OK"; 
} 
//nameの呼び出し 
$sql = "select name from member where gakuseki_num=¥"$ID¥""; 
$data = mysql_query($sql); 
while ($record = mysql_fetch_array($data)) { 

extract($record); 
} 
$_SESSION["name"] = $name; //記録 
//最終ログイン日時の更新 
$sql = "update member set login_time=¥"$login_time¥" where gakuseki_num=¥"$ID¥""; 
$query =mysql_query($sql, $connect); 

} else { 
$login = "Error"; //ログイン失敗 

} 
 
//セッション変数に記録 
$_SESSION["login"] = $login; 
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コード 3：【check_login.php】ログイン判定後に自動ページ移動 

 
コード 4：ログインが必要な各ページの頭でログイン判定 

 
コード 5：セッションに有効期限をつける 

  

//移動 
if ($login == "sensei" || $login == "OK") { //ログイン成功なら 

header("Location: index.php"); 
} else { 

header("Location: login.php?id=error"); 
} 

// セッションの復元 
session_start(); 
// ログインチェック 
if ($_SESSION['login'] != 'OK' && $_SESSION['login'] != 'sensei') { 

// ログインフォーム画面へ 
header('Location: ../login.php'); 
// 終了 
exit(); 

} 

if (isset($_COOKIE[session_name()])) { 
setcookie(session_name(), session_id(), time()+3600, '/'); 

} 
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コード 6：【prg/prg_ichiran.php】問題表示コード 

  

$sql = "select * from member where gakuseki_num='$gakuseki_num'"; 
$data = mysql_query($sql); 
//学生番号の合致したレコードを取り出して変数に入れる 
while ($record = mysql_fetch_array($data)) { 

extract($record); 
$sql = "select * from mondai_menu where prg_num>=1 order by prg_num"; 
$data = mysql_query($sql); 
print "<ol id=¥"z_mondai_menu¥">"; 
while ($record = mysql_fetch_array($data)) { 

extract($record); 
if ($prg_num <= $prg_mondai) { 

print "<li>"; 
print "<a href=¥"" . $url . ".php¥">" . $title . "</a>"; 
if ($prg_num == $prg_mondai) { 

print "	 <strong class=¥"error¥">最新</strong>"; 
} 
print "</li>¥n"; 

} else { 
print "<li>$title</li>¥n"; 

} 
} 
print "</ol>"; 
//全て問題が解けたらコメントを表示する 
if ($prg_mondai >= $mondai_kazu+1) { 

print "<br><p class=¥"last_com¥">congratulation!</p>"; 
print "<p class=¥"last_com2¥">全て解き終わっています。おつかれさまでした！</p>"; 

} 
} 
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コード 7：各問題ページ冒頭でログイン判定 

 
コード 8：各ヘッダーにて管理ページヘのリンクの表示判定 

 
コード 9：管理者用の各ページの頭でログイン判定 

 
 

 
 
 

  

if (isset($_SESSION['login']) && $_SESSION['login'] == 'sensei') { 
print "<li><a href=¥"kanri/kanri_index.php¥" >管理ページ</a></li>"; 

} 

// セッションの復元 
session_start(); 
// ログインチェック 
if ($_SESSION['login'] != 'sensei') { 

// ログインフォーム画面へ 
header('Location: ../index.php'); 
// 終了 
exit(); 

} 

//ズルをしていたら移動 
if ($prg_mondai+1 <= $prg_num) { 

header("Location: error.php"); 
} 
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画像 1：【prg/prg_ichiran.php】プログラミング演習問題一覧ページ 

 
 
画像 2：【prg/error.php】エラーページ 
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画像 3：【prg/form.php】問題 2の解説

 
 
画像 4：解き終わった各問題ページの頭部分 
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画像 5：【kanri/seito_ichiran.php】生徒の進捗状況一覧 

 

 
画像 6：【kanri/seito_ichiran.php】生徒の進捗状況一覧・アドレス表示 

 


