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実習ノート 8 練習用ファイルのコピーとエディタ練習 

 

 

実習１ 授業用ディレクトリの作成と練習用ファイルのコピー 

実行例を参考に、練習用ファイル「ren01.txt」、「ren02.txt」、「vi-1.txt」、「vi-2.txt」を、ディレクトリ os-kiso
以下にコピーしなさい。 

 
手順 

① 各自のホームディレクトリ以下に、ディレクトリ「os-kiso」を作成する。 
② /usr/local/txt 以下に、何個のファイルがあるか、どのような名前のファイルがあるか調べる。 
③ カレントディレクトリを os-kiso にする。 
④ /usr/local/txt 以下にあるすべてのファイルを、ディレクトリ os-kiso 以下にコピーする。 
⑤ 正しくコピーされたことを確認する。 

 

これまでの授業で使用したファイルやディレクトリを os-kiso の中に移動（mv）しておくとよい。今後、

授業別にディレクトリを用意し、そこにファイルを作成するようにするとファイルをうまく整理できる。 

 

実行例 

% cd    cd とだけ打つとカレントディレクトリがホームディレクトリに移る 

% pwd    カレントディレクトリの確認 

/home07/YourID   「YourID」には自分の「login 名」が入る。ここがホームディレクトリ 

% ls _ -F   「os-kiso」はまだないことを確認 

% mkdir _ os-kiso  ディレクトリ os-kiso の作成 

% ls _ -F（又は、ls _ -l） ls コマンドでファイルの確認 

os-kiso/    複数のファイルがリストされるが「os-kiso」があることを確認 

% cd _ os-kiso   ディレクトリ os-kiso に移る 

/home07/YourID/os-kiso 

% pwd    ディレクトリ os-kiso に移ったことを確認 

/home07/YourID/os-kiso 

% cp _ /usr/local/txt/ren01.txt _ . ren01.txt のコピー。最後の「.（ピリオド）」を忘れずに 

% ls _ -F   ls コマンドでファイルの確認 

ren01.txt   ren01.txt がコピーされている。 

 

ren01.txt, ren02.txt, vi-1.txt, vi-2.txt の 4つがコピーされるまでコピーを繰り返す 
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実習２ vi の起動、終了などを練習する 

基礎練習用ファイル「ren01.txt」を使い、vi の起動・終了を実行する。 
 

% pwd     カレントディレクトリの確認 

/home07/YourID/os-kiso   「yourID」には自分の login 名が入る 

% vi _ ren01.txt    vi の起動 

This is a test file for vi editor. 

 

Please input "Your Name" here. 

Good luck !! 

 
<NOTE> 
編集したファイルを保存して終了する場合には、「<ESC>:wq」と入力する（<ESC>は ESC キーを押すこと

を示す）。又は、「ZZ」（大文字の ZZ、Shift + zz）でもよい。。 
保存しないで終了する場合には、「<ESC>:q!」と入力する。 
保存のみして終了しない場合には、「<ESC>:w」と入力する。 
 
 
実習３ カーソルの移動、文字の入力と削除 

基礎練習用ファイル「ren01.txt」を使い、カーソル移動、文字の入力と削除の練習を行う。 
「UNIX 標準エディタ vi の使い方」を参照して、キー操作を覚える。 
練習が完了したら、保存終了する。 
 

This is a test file for vi editor. 

 

Please input "Your Name" here.  Your Name の部分を自分の名前に変更 

Good luck !!    Your Name を x で削除後、i を押して名前を入力 

     ESC を押し iモードを解除（編集モードへの移行） 

00 delete this line.   この行を消す。行全体の削除はその行で「dd」 

01 delete this line.   この行から 3行削除する。その行で「3dd」 

02 delete this line.   文字や行の削除方法。文字挿入方法を適宜練習する 

03 delete this line.  

04 delete this line.  

05 delete this line.  

 
 
実習４ 日本語の入力練習 

基礎練習用ファイル「ren02.txt」を使い、日本語入力の練習をする。 
ren01.txt のときと同様に、ファイル中の指示された場所を編集する。 

 
 
実習５ vi 練習ファイル（vi-1.txt、vi-2.txt の実施） 

各自のホームディレクトリの下にあるディレクトリ「os-kiso」にある 2 つのファイル「vi-1.txt」、「vi-2.txt」
を vi で開き、表示される内容に従って編集操作を行った上で保存しなさい（上書き保存でよい）。 
「vi-1.txt」が終わってから「vi-2.txt」をやります。 
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課題１ 

下に示す画面のような内容のテキストファイルを、vi を用いて作成しなさい。作成場所は、各自のホーム

ディレクトリの下にあるディレクトリ「os-kiso」以下とし、ファイル名は「学籍番号.txt」とする（下図の

例では、1004239999.txt となる）。英数字は半角（もちろんファイル名も）とし、内容は適宜工夫せよ。 
本課題の提出方法や期限は、担当教員の指示に従いなさい。 

 
 

課題 1 提出方法： 

提出用ディレクトリ：/kadai/os-kiso/XX 以下（XX はクラス名。S1, S2, K, B のいずれか） 
提出方法：各自の「学籍番号.txt」を、提出用ディレクトリにコピーする。 

 （例） 
% cp _ 1004239999.txt _ /kadai/os-kiso/XX（XX はクラス名。S1, S2, K, B のいずれか） 

 
課題２ 

実習５で実施した vi 練習ファイル（vi-1.txt、vi-2.txt）の練習結果を提出しなさい。 
本課題の提出方法や期限は、担当教員の指示に従いなさい。 
 

課題 2 提出方法： 

① 各自のホームディレクトリ以下の「os-kiso」以下に、「d 学籍番号」でディレクトリを作成する 
（例）例は、学籍番号=1004239999 の学生とする 
% pwd 
/home07/Your-ID/os-kiso 
% mkdir _ d1004239999 
% ls     →確認（ディレクトリが作成されているか） 

② 編集済みの vi-1.txt, vi-2.txt を、①で作成したディレクトリにコピーする 
（例）vi-1.txt のコピー 
% cp _ vi-1.txt _ d1004239999 
% ls     →確認（vi-1.txt のファイルはあるか） 

③ vi-1.txt, vi-2.txt が入った「d 学籍番号」ディレクトリを、実習 5 と同じディレクトリにまるごとコピ

ーする。 
（例）XX は、クラス名（S1, S2, K, B のいずれか）となる 
% cp _ –r _ d1004239999 _ /kadai/os-kiso/XX 
% ls _ –l  /kadai/os-kiso/XX   →確認（自分のディレクトリはあるか） 
% ls _ –l  /kadai/os-kiso/XX/d1004239999 →確認（vi-1.txt, vi-2.txt のファイルはあるか） 

学籍番号.txt の内容例 


