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はじめに 

Drupal 7＆８のコア 

8月 27日(木) 

 

Drupal 8 の開発ステータス 

8月 27日(木) Drupal 8 について、 https://www.drupal.org/drupal-8.0/get-involved 

 

https://www.drupal.org/drupal-8.0/get-involved
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トピックス 

Drupal Global Training Days in Tokyo, August 27, Saturday  

https://www.drupal.org/global-training-days/2015 

 

 

 

Google Cloudでも簡単に Drupalをインストールできます。 https://cloud.google.com/ 

本日の Drush実習でも Google Cloudを使用します。その仕様は 

マシンタイプ g1-small（vCPU x 1、メモリ 1.7 GB） CPU プラットフォーム Intel Ivy Bridge 

Linux Debianサーバ 

 

 

 

https://www.drupal.org/global-training-days/2015
https://cloud.google.com/
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便利なツールやシステム 

さまざま Drupalのコアや拡張モジュール、テーマ、ディストリビューションなどを無料で 30分間、AWSクラウ

ドで体験できます。 http://simplytest.me/ 

 

 

 

デジタルマーケティング資料 

Nikkei MJ 2015年 7月 20日から 集客できるサイト作り 8月 5日 旅工房、カフェで旅行相談 

 

次回の勉強会 

9月 30日(水) 18：30から 久松町区民館 2号室 「Drupal8をやさしく学ぶ」  

9月 14日(月) 18：30から 横浜 かながわ県民センター7 階 「Drupal７のデザインを学ぶ」 

 

なんでも質問コーナー 

Drupalや CMS、クラウドなど、ご質問をお受けいたします。 

 

今月のモジュール  

 

今月はお休みです。 

 

開発環境を学ぶ 

 

Drupal.orgサイトのドキュメント  https://www.drupal.org/documentation/develop 

 

http://simplytest.me/
https://www.drupal.org/documentation/develop
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Development tools 

https://www.drupal.org/node/147789 

 

 

 

簡単に開発ツールの説明 

 

 

https://www.drupal.org/node/147789
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開発環境を学ぶ動画サイト（英語） 

Mustardseedmedia http://mustardseedmedia.com/podcast 

 

BuildAModule Video Collections http://buildamodule.com/collections 

 

Drupal 7 - Module Building  https://www.drupal.org/node/1630670 

 

 

 

Module developer's guide 

https://www.drupal.org/developing/modules 

 

 

 

API reference 

https://api.drupal.org/api/drupal 

 

http://mustardseedmedia.com/podcast
http://buildamodule.com/collections
https://www.drupal.org/node/1630670
https://www.drupal.org/developing/modules
https://api.drupal.org/api/drupal
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Hooks 

https://api.drupal.org/api/drupal/includes!module.inc/group/hooks/7 

 

 

 

 

API reference Drupal 8 

https://api.drupal.org/api/drupal/8 

https://api.drupal.org/api/drupal/includes!module.inc/group/hooks/7
https://api.drupal.org/api/drupal/8
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実習 

拡張モジュールの実習 

サーバにログイン 

SSHツールのダウンロード TeraTermの場合 http://osdn.jp/projects/ttssh2/ 

RSAファイルは勉強会のサイトから http://cmslabo.org/techinfo の 

7月 30日(木) Google Cloud SSH RSAファイル >> ここから 

サーバは xxx.xxx.xxx.xxx で接続 kazu  /  xxxxx  と上記の id_RSAファイルを使って接続(会場にて説明) 

Drush コマンドで Drupal7 をインストール 

Drushコマンドは実行できます。  sudo drush コマンド 

拡張モジュールの作り方、入門ビデオ 

http://mustardseedmedia.com/podcast/episode53 

http://osdn.jp/projects/ttssh2/
http://cmslabo.org/techinfo
http://cmslabo.org/sites/default/files/etc/id_rsa
http://mustardseedmedia.com/podcast/episode53
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Hook_form_alter()で学ぶ 

Sites/all/module にオリジナルモジュールを作る  Sites/all/module /mymodule 

mymodule.info   mymodule.module 

 

 Mymodule.info の内容 

name = My Custom Module 

description = Custom Functions 

package = Custom 

core = 7.x 

 

mymodule.module の内容 Step 1 

<?php 

function mymodule_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) { 

print_r($form_id); 

} 

   ?> 

mymodule.module の内容 Step 2 

<?php 

function mymodule_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) { 

  if($form_id == 'node_type_form'){ 

        print '<pre>'; 

        print_r($form); 

        print '</pre>'; 

 } 

} 

?> 
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mymodule.module の内容 Step 3 

<?php 

function mymodule_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) { 

  if($form_id == 'node_type_form'){ 

        $form{'display'}{'node_submitted'}{'#default_value'} = 0; 

 } 

} 

?> 

 

mymodule.module の内容 Step ４ 

<?php 

function mymodule_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) { 

  if($form_id == 'node_type_form'){ 

        $form{'display'}{'node_submitted'}{'#default_value'} = 0; 

        $form{'display'}{'node_submitted'}{'#description'} = t('this is my custom descriptions'); 

  } 

} 

?> 

 

実際に作ったモジュールを実行した画面  「作成者と日付情報を表示」のチェック OFF とコメントが変更 
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クレジット、謝辞、ライセンス 

 

クレジット 

このマニュアル作者は、Gennai3株式会社の程田和義です。 

お問合せ 電子メール hodota@gennai3.co.jp 電話 044-220-1588 

 

謝辞 

本マニュアル作成は、主に以下のサイトを参考にしました。心より感謝いたします。 

出典：   https://Drupal.org 

 

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。 

 

 

mailto:hodota@gennai3.co.jp
https://drupal.org/

