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はじめに 

Drupal 7＆８のコア 

10 月 24 日(月)  https://www.drupal.org/project/drupal 

 

 

 

Drupal 8 のステータス 

10 月 24 日(月) Drupal 8 について、 https://www.drupal.org/drupal-8.0/get-involved 

 

 

 

9 月 

 

https://www.drupal.org/project/drupal
https://www.drupal.org/drupal-8.0/get-involved
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8 月 

 

 

 

 

トピックス 

10 月に Dries さんが来日されました。Dries さんのツイッターより 
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Drupal が Nasdaq で採用されました 

https://www.drupal.org/drupalorg/blog/nasdaq-chooses-drupal-8 

 

 

https://www.drupal.org/drupalorg/blog/nasdaq-chooses-drupal-8
https://www.drupal.org/drupalorg/blog/nasdaq-chooses-drupal-8
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From Nasdaq website 

http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1497526 

 

 

 

 

さくらのナレッジで Drupal 特集 

 

http://knowledge.sakura.ad.jp/feature/5027/   

DrupalCon Dublin レポートも公開  

http://knowledge.sakura.ad.jp/event-seminar/6391/ 

http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1497526
http://knowledge.sakura.ad.jp/feature/5027/
http://www.nasdaqomx.com/newsroom/pressreleases/pressrelease?messageId=1497526
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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 24 時間、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 

モノ探しに疲れた消費者 

ビッと Go デリバリー 

シェアリングサービス「利用していない 97％」 

 

http://simplytest.me/
http://knowledge.sakura.ad.jp/feature/5027/
http://knowledge.sakura.ad.jp/event-seminar/6391/
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次回の勉強会 

11 月 14 日（月）午後 7 時～ 横浜 かながわ県民センター 602 号室 内容検討中 

11 月 29 日  (火) 午後 7 時～ 中央区人形町区民館 3 号室 コンテンツタイプとエンティティ  

勉強会のテーマについて、ご希望をご連絡下さい。皆さんのご要望にお応えできるように努力します。 

特別勉強会（Drupal8 の Commerce や Magento との連携について）計画中！ 

 

 

有料のワークショップ 

11 月中旬で計画中 多言語の設定 Drupal 7 版は午前 Drupal 8 版は午後 5,000 円 場所：CoEdo 八丁堀 

11 月中旬で計画中 Drupal８入門 10 時から 17 時まで 5,000 円 場所：CoEdo 八丁堀 

 

 

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。 

 

 

Dries さんのブログより 

 

State of Drupal presentation (September 2016) 

http://buytaert.net/state-of-drupal-presentation-september-2016 

 

DrupalCon の Dublin でのキーノート 

 

http://buytaert.net/state-of-drupal-presentation-september-2016


8 

 

 

 

 

 

 

http://buytaert.net/state-of-drupal-presentation-september-2016
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今月のモジュール  

Taxonomy menu 

メニューにタクソノミーのボキャブラリを表示させる https://www.drupal.org/project/taxonomy_menu 

 

 

 

Taxonomy Permissions 

 

タクソノミーのタームのフィールドやそのノードページなどの権限管理

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

 

 

 

 

https://www.drupal.org/project/taxonomy_menu
https://www.drupal.org/project/taxonomy_permissions
https://www.drupal.org/project/taxonomy_menu
https://www.drupal.org/project/taxonomy_permissions
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タクソノミーの設定 

 

Drupal 8 

タクソノミーの概念（英文とハンガリーのマニュアル） 

https://www.drupal.org/hu/docs/user_guide/hu/structure-taxonomy.html 

 

 

 

 

 

6.5. Concept: Taxonomy 

https://www.drupal.org/hu/docs/user_guide/hu/structure-taxonomy.html 

 

 

6.6. Setting Up a Taxonomy 

https://www.drupal.org/hu/docs/user_guide/hu/structure-taxonomy-setup.html 

 

 

https://www.drupal.org/hu/docs/user_guide/hu/structure-taxonomy.html
https://www.drupal.org/hu/docs/user_guide/hu/structure-taxonomy.html
https://www.drupal.org/hu/docs/user_guide/hu/structure-taxonomy-setup.html
https://www.drupal.org/hu/docs/user_guide/hu/structure-taxonomy.html
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Organizing content with taxonomies 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomies 

Drupal 7 での説明ですが、Drupal 8 でも基本機能は同等です。 

 

 

 

About taxonomies 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/about-taxonomies 

 

Add a field to a taxonomy term (Drupal 7 and later) 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/add-a-field-to-a-taxonomy-term-

drupal-7-and-later 

 

Add a term to a vocabulary 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/add-a-term-to-a-vocabulary 

 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomies
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/about-taxonomies
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/add-a-field-to-a-taxonomy-term-drupal-7-and-later
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/add-a-field-to-a-taxonomy-term-drupal-7-and-later
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/add-a-term-to-a-vocabulary
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomies
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Add a vocabulary to a content type 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/add-a-vocabulary-to-a-content-type 

 

Create a vocabulary 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/create-a-vocabulary 

 

Guidelines for taxonomy design 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/guidelines-for-taxonomy-design 

 

Organizing content with taxonomies 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomies 

 

Using taxonomy URLs to display sets of content 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/using-taxonomy-urls-to-display-sets-

of-content 

 

 

Drupal 8 の Views 

Drupal 8 の英文ドキュメント https://www.drupal.org/node/1912118 

 

https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/add-a-vocabulary-to-a-content-type
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/create-a-vocabulary
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/guidelines-for-taxonomy-design
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomies
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/using-taxonomy-urls-to-display-sets-of-content
https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/using-taxonomy-urls-to-display-sets-of-content
https://www.drupal.org/node/1912118
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タクソノミーと Views の使い方（ハンズオン） 

 

ホテルのデータを登録して、管理する Web サイトをサンプルモデルに作ってみましょう。 

 

１）タクソノミーのデータ作成 

ホテルのデータで必要となる基本情報として、ホテル名、住所、連絡先(電話、FAX,電子メール、ホームページ)、客

室総数、施設情報（ブライダルサロン、プール、フィットネスクラブ、カラオケなど）、ホテルのサービス（夕刊サ

ービス、ルームサービス、ランドリーサービス、モーニングコールなど） 

 

このような、基本項目をタクソノミーのボキャブラリとタームでデータを作ります。 

 

２）コンテンツタイプの作成 

ホテル情報のコンテンツタイプを作成（タクソノミーのターム参照で作成） 

ホテル 

 

３）コンテンツの作成 

サンプルデータを作成 

 

４）Views でホテルの一覧などを作成 

登録した施設情報やホテルのサービスで検索、ソートできるような画面を作ってみましょう・ 

 

 

ハンズオン 

Simplytest.me サイトで OG モジュールをインストール http://simplytest.me/ 

 

 

 

 

ディスカッション 

Drupal、WordPress、オープンソースコミュニティ、CMS などの質疑応答 

http://simplytest.me/
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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：   Drupal.org     simplytest.me 

 

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/
http://simplytest.me/

