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オープンソースCMS Drupalを学ぶ

市民活動での事例など
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アジェンダ

• CMSとは、Drupalとは

• パソコンにDrupalの環境をインストール

• Drupalで超簡単、初めてのホームページ作成

• コンテンツの作成、編集、写真やドキュメントのアップ

• ページやブロックの設定

• 多言語ページの作成（Drupal 7とDrupal 8 の違い）

• スマホ対応のデザインテンプレートに変更

• 便利な拡張モジュール、ディストリビューション、デザインなどの紹介

• Drupalコミュニティ、市民活動向けのモジュールや事例の紹介

• Q&A 
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Drupal Association
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https://www.youtube.com/watch?v=LZWqFSMul84
https://www.youtube.com/watch?v=LZWqFSMul84
https://www.youtube.com/watch?v=rgLUwTlVZkM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rgLUwTlVZkM&feature=youtu.be


Drupal とは?
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ホームページのコンテンツ
を部品化

部品として構造化で管理



Drupal とは?
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レゴと同じ概念 シンプルなものから大規模まで



What is Drupal ?
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ステップ１ データの構築 ステップ２ レイアウトデザイン ステップ3 追加するモジュール



パソコンにDrupalの環境をインストール

• インストール手順の資料をダウンロード

• http://cmslabo.org/techinfo

• http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/workshop
/2014/drupal_workshop_2014_0828_acquia_dev_d
esktop_beta2.pdf
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http://cmslabo.org/techinfo
http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/workshop/2014/drupal_workshop_2014_0828_acquia_dev_desktop_beta2.pdf


インターネットでDrupalを無料で使う場合 1

• Drupal Gardens https://www.drupalgardens.com/

• インストール手順の資料をダウンロード

http://cmslabo.org/event/osc-tokyo

• PDFファイルのダウンロード

http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/drupalgardens/drupal_gardens_
2014_1018_osc2014tokyo_3.pdf
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https://www.drupalgardens.com/
http://cmslabo.org/event/osc-tokyo
http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/drupalgardens/drupal_gardens_2014_1018_osc2014tokyo_3.pdf
https://www.drupalgardens.com/
https://www.drupalgardens.com/
http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/drupalgardens/drupal_gardens_2014_1018_osc2014tokyo_3.pdf
http://cmslabo.org/sites/default/files/doc/drupalgardens/drupal_gardens_2014_1018_osc2014tokyo_3.pdf


インターネットで24時間だけ無料で使う場合 2

• Simplytest.me  https://simplytest.me/

drupalと入力しDrupal 7.41を選択
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https://simplytest.me/
https://simplytest.me/
https://simplytest.me/


インターネット上で無料で使う場合 3

• 無料サイトの紹介 https://www.drupal.org/try-drupal
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https://www.drupal.org/try-drupal


Drupal 7 初めてのホームページ作成 1

• 日本語化ができているか確認します。手順は6ページのマニュアル

• 環境設定－＞サイト情報でサイト名、スローガンなど記載

• コンテンツ追加で（Article）を作成し、「フロンページに掲
載」、コメントは「クローズド」、メニューリンク作成

• ブログモジュールをアクティブに 管理画面－＞モジュール
コンテンツ追加でブログを書く、「フロントページに掲載」

• コンタクトモジュールをアクティブ 管理画面－＞モジュール
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Drupal 7 初めてのホームページ作成 ２

• 管理画面－＞サイト構築－＞カテゴリを追加 例えば、問
合せ一般 とか、受信者には自分のメールアドレス

• メニューで表示 管理画面－＞サイト構築－＞メニュー－
＞ナビゲーション－＞リンク一覧－＞コンテクト有効化

• ブロックの確認 管理画面－＞サイト構築－＞ブロック
ナビゲーションを設定

• トップページで確認
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コンテンツの作成、編集、写真やドキュメン
トのアップ

• Ckeditor, IMCE, Insertなどのモジュールをインストール

https://www.drupal.org/project/ckeditor

https://www.drupal.org/project/imce

https://www.drupal.org/project/insert

• 設定

• FULL HTMLなどの設定 管理画面－＞環境設定－＞テキスト
フォーマット

• 写真のプロパティ、リンクなど
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https://www.drupal.org/project/ckeditor
https://www.drupal.org/project/imce
https://www.drupal.org/project/insert


メニューやブロック、デザインの設定

• メニューの設定、階層化の設定

• ブロックの設定

• ブロック追加でリンクを追加

• ロゴの変更

• デザイン配色などの変更
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多言語ページの作成 (Drupal 7)

• 多言語サポートの設定 管理画面－＞モジュール－＞Content 
Translation をアクティブ

管理画面－＞サイト構築－＞コンテンツタイプ－＞Article－＞編集－＞掲
載オプション－＞多言語サポート 有効（翻訳対応） 保存する

管理画面－＞環境設定－＞地域と言語－＞日本語 編集－＞言語コードのパ
ス接頭語 ja を削除 同様にEnglish は en を確認 判定と選択のタブ－
＞URLを有効に

本格的に翻訳する場合は i18nモジュール

• Articleのコンテンツを編集もしくは追加、翻訳タブで日本語から英語を
追加 「URLエイリアス 」は日本語と英語で同じURLエイリアス
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多言語ページの作成 (Drupal 8)

• 多言語サポートの設定 管理画面－＞機能拡張－＞多言語 を

アクティブ
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• 多言語サポートの設定 管理画面－＞環境設定－＞地域と言語



スマホ対応デザインテンプレートに変更(Drupal7)

• HTML5のBartikデザインテンプレートをダウンロード

Responsive Bartikの紹介

https://www.drupal.org/project/responsive_bartik

ダウンロード

http://ftp.drupal.org/files/projects/responsive_bartik-
7.x-1.0.tar.gz

管理画面－＞モジュール－＞新しいモジュールをインス
トール 管理画面－＞テーマ 有効化
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https://www.drupal.org/project/responsive_bartik
http://ftp.drupal.org/files/projects/responsive_bartik-7.x-1.0.tar.gz


便利な拡張モジュール、ディストリビュー
ション、デザインなどの紹介

• 拡張モジュール

https://www.drupal.org/project/project_module

• デザインテンプレート

https://www.drupal.org/project/project_theme

• ディストリビューション

https://www.drupal.org/project/project_distribution

• コア

https://www.drupal.org/project/drupal
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https://www.drupal.org/project/project_module
https://www.drupal.org/project/project_theme
https://www.drupal.org/project/project_distribution
https://www.drupal.org/project/drupal


Drupalコミュニティの紹介
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DrupalConの写真

https://www.flickr.com/photos/drupalassoc/

2016年2月 DrupalCon Asia インドにて

https://events.drupal.org/asia2016/

https://www.flickr.com/photos/drupalassoc/
https://events.drupal.org/asia2016/


Drupalコミュニティの紹介
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• 日本語のメーリングリストは

https://groups.drupal.org/japan

https://groups.drupal.org/japan


Drupalコミュニティの紹介
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2015年2月11日 南米ボゴタにて



市民活動で便利なモジュール
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• イベント Conference Organizing Distribution

• カレンダー Event Calendar

• アンケート、問合せ管理 Webform

• 会員管理 Organic groups OG Workflow

• 寄附 Commerce Donate PayPal Donations

• メーリングリスト Mailman Integration

https://www.drupal.org/project/cod
https://www.drupal.org/project/event_calendar
https://www.drupal.org/project/webform
https://www.drupal.org/project/og
https://www.drupal.org/project/og
https://www.drupal.org/project/og_workflow
https://www.drupal.org/project/commerce_donate
https://www.drupal.org/project/commerce_donate
https://www.drupal.org/project/paypal_donations
https://www.drupal.org/project/mailman_integration
https://www.drupal.org/project/mailman_integration


市民活動で便利なサイト
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• CiviCRM https://civicrm.org/

• 8000以上の団体で利用、コンタクト、会員管理、イベント他

• Drupal https://www.drupal.org/project/civicrm_starterkit

https://civicrm.org/
https://www.drupal.org/project/civicrm_starterkit


事例

• 浜田さんによる 市民活動と情報化の話題

• 国連主催インターネット・ガバナンス・フォーラム(IGF)2015 
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www.intgovforum.org/cms/

http://www.intgovforum.org/cms/
http://www.intgovforum.org/cms/
http://www.intgovforum.org/cms/


事例

• 川崎市内のバリアフリーマップサイト http://Kawasaki-bf.jp

• スマートフォンで写真と位置情報をアップ
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http://kawasaki-bf.jp/
http://kawasaki-bf.jp/
http://kawasaki-bf.jp/
http://kawasaki-bf.jp/bf-map/kawasaki-ku
http://kawasaki-bf.jp/bf-map/kawasaki-ku


事例（英国）

• Open Outreach https://www.drupal.org/project/openoutreach

• バーミンガムの自転車活用キャンペーン http://www.pushbikes.org.uk
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https://www.drupal.org/project/openoutreach
http://www.pushbikes.org.uk/
https://www.drupal.org/project/openoutreach
https://www.drupal.org/project/openoutreach
http://www.pushbikes.org.uk/
http://www.pushbikes.org.uk/


事例（米国）その１

• コミュニティ機能 ＋CiviCRM https://www.drupal.org/project/cm_starterkit_moderate

• CMDrupalデモサイト http://cmdrupal.org/
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https://www.drupal.org/project/cm_starterkit_moderate
http://cmdrupal.org/
https://www.drupal.org/project/cm_starterkit_moderate
https://www.drupal.org/project/cm_starterkit_moderate
http://cmdrupal.org/
http://cmdrupal.org/


事例（米国）CMDrupal その２

• Boston Neighborhood Network https://www.bnntv.org/
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https://www.bnntv.org/
https://www.bnntv.org/
https://www.bnntv.org/
https://www.bnntv.org/programming/community-tv
https://www.bnntv.org/programming/community-tv


アンケート

• 今回のイベントについて

• https://assoc.drupal.org/global-training-days-survey-attendees
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https://assoc.drupal.org/global-training-days-survey-attendees
https://assoc.drupal.org/global-training-days-survey-attendees
https://assoc.drupal.org/global-training-days-survey-attendees


ご質問！

メーリングリストは https://groups.drupal.org/japan
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