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多言語化について 

I18nモジュール（Internationalization）を追加 

ダウンロード： https://drupal.org/project/i18n 

必須モジュール Variable module 2.x (Drupal 7) 

 

Cmslabo.org サイトに追加したモジュール 

Admin menu モジュールの追加 

ダウンロード： https://drupal.org/project/admin_menu 

 

Views モジュールの使い方 その１ 

Views モジュール 

ダウンロード： https://drupal.org/project/views 

英文マニュアル： https://drupal.org/documentation/modules/views 

必須モジュール： Chaos tool suite (ctools)  https://drupal.org/project/ctools 

 

https://drupal.org/project/ctools


3 

 

実習 

コンテンツタイプを作成 

ホテルのコンテンツタイプを新規作成 

実際の Views で表示させたページ 

 

 

5. Create Hotel content type 

Info Required Modules: Fivestar,Country(countries  Drupal 7), link 

Step 1 Go to Structure > Content Type. Click "Add content type" link to create Hotel with 

following properties: 



4 

 

 

Step 2 Click "Save and add fields" button, then create Image field with following properties: 

追加 「Address」 と 「Image」で OK、 Imageは新規追加です  

 

 

Step 3 Click "Save field settings" button > Set following properties: 
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Step 4 Click "Save settings" button  

Step 5 Add "Rating" field with following settings: 

 

Voting タグは tag_hotels を選択 

Step 6 Click "Save" button >click "Save field settings" button > Click "Save settings" 

button. 

Step 7 Create Slideshow with following settings:  

スライドショーは、今回は使いません。 
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Step 8 Click "Save " button, then set following properties: 

 

Step 9 Click "Save field settings" button > Click "Save settings" button. 

Step 10 Add "Phone" field with following settings: 
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Step 11 Click "Save" button > Click "Save field settings" button > Click "Save settings" 

button. 

Step 12 Add "Country" field with following settings: 

 

Step 13 Click "Save" button > Click "Save field settings" button > Click "Save settings" 

button. 

Step 14 Add "Email" field with following settings: 
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Step 15 Click "Save" button > Click "Save field settings" button > Click "Save settings" 

button. 

Step 16 Add "Address" field with following settings: 

今回はなしです。 

 

Step 17 Click "Save" button > Click "Save field settings" button > Click "Save settings" 

button. 

Step 18 Add "Category" field with following settings: 

今回はこの項目なしです。 

 

Step 19 Click "Save" button > New window is opened > Seclect Vocabulary = Hotels, then 

click "Save field settings" button > Click "Save settings" button. 

Step 20 Add "Link" field with following settings: 

この項目はなしです。 
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Step 21 Click "Save" button > then click "Save field settings" button > Click "Save 

settings" button. 

Step 22 Go to "Manage display" tab > Default tab, set following properties: 

 

 

Step 23 Go to "Manage display" tab > Teaser tab, set following properties: 

 

Step 24 Click "Save" button. 

 

 

Views で定義 

管理画面 －＞ サイト構築 －＞ Views －＞ 新規 View 追加 
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Views の Page を編集 
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１）フォーマット テーブル （グルーピング Country など、ソーティングを

Country など） 

２）Fields の追加 

コンテンツ Country コンテンツ Rating コンテンツ Address など 

３）Filter Criteria の設定  コンテンツタイプ Hotels を追加（自分が作成したコン

テンツタイプ） 

Sort Criteria の設定 コンテンツタイプ Country を追加、Exposed の設定で検索

できるようになる 
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その他、コンテンツタイプや SORT CRITERIA などを変更してみましょう 

Views のさまざま機能とその応用 

Views を使った拡張モジュール 

Calendar, Views Slideshow が有名、 

主なモジュールのリスト： https://drupal.org/documentation/modules/views/add-ons 
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さらに詳しく 

現在、マニュアル本を作成中、アマゾン Kindle 版にて。 
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クレジット、謝辞、ライセンス 

クレジット 

このマニュアルの著者は、Gennai3 株式会社の 程田和義です。 

お問合せ <hodota@gennai3.co.jp> 

 

謝辞 

本マニュアル作成では Themebrain社のDrupalサイト構築ガイドを参考にしました。心より

感謝いたします。 

出典： www.themebrain.com/guide/how-build-tb-travel 

 

ライセンス 

Drupal は Dries Buytaert による登録商標です。その他本マニュアルで使われている製品

および名称については、それぞれの所有者の商標または登録商標です。 

 

 


