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はじめに 

Drupal 7＆８のコア 

9 月 11 日(水)  https://www.drupal.org/project/drupal 

 

 

 

トピックス 

 

Drupal Global Training Day & First time Sprinters 2019 年 9 月 14 日（土） 

 

初めての方向けに Drupal をハンズオン体験する 1 日コースです。無料です。既に Drupal を使っている方

も参加できるもくもく会まコースもあります。また、Global Sprint と Training を一緒に開催することに

なりました。自分で作成したモジュールやデザインテンプレートなどを Drupal.org サイトにアップロー

ド登録する手順なども学びます。 

https://manage.doorkeeper.jp/groups/cmslabo/events/91371 

 

ぜひ。ご参加ください。 

 

API-First Decoupled Drupal camp Tokyo 2019 開催場所決定！ 

 

12 月 13 日（金）と 14 日（土）に JR 品川駅高輪口下車 3－4 分の会議室を予約しました。 

金曜日はハンズオン、土曜日にセッションを開催します。ぜひ、ご参加ください。 

https://www.drupal.org/project/drupal
https://manage.doorkeeper.jp/groups/cmslabo/events/91371
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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。ただし、現在はメンテナンスが不透明なので、不安定のようです。 

http://simplytest.me/   

 

 

 

 

デジタルマーケティング資料 

8 月はお休みです。 

 

次回の勉強会 

9 月 25 日（水）午後 7 時から 中央区久松町区民館 2 階 5 号室「Views の基礎」 

10 月 23 日（水）午後 7 時から 中央区久松町区民館 2 階 5 号室「DevOps 環境の ddev 入門」 

 

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 

今回はお休みです。 

 

http://simplytest.me/
https://simplytest.me/
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Dries さんのブログページ https://dri.es/ 

 

 

今月のモジュール  

 

CSV Importer 

 

CSV 形式のファイルをコンテンツタイプ、タクソノミー、ユーザーなどにインポートします。シンプルで

使いやすいと思います。 

 

モジュールの概要とダウンロード： https://www.drupal.org/project/csv_importer 

 

 

 

https://dri.es/
https://www.drupal.org/project/csv_importer
https://www.drupal.org/project/csv_importer
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Gatsby と Drupal との連携 

 

Gatsby は React ベースの静的な HTML ページを生成してくれる、node.js 上で動作するサーバーサイド

の JavaScript 環境です。WordPress などとも連携可能。概要は、以下のページにて 

 

⚫ Gatsby のチュートリアルのまとめ（0~1 章) 

⚫ React ベース静的サイトジェネレータ Gatsby の真の力をお見せします 

⚫ 「Gatsby JS」を導入してみた 

 

Gatsby と Drupal を JSON API で連携する、Decoupled やヘッドレスなどと言われる CMS をコンテンツ

データベースとして活用するシステムを構築する方法をハンズオンで簡単に学びます。初心者向けの内容

ですが、2 時間半程度の勉強会なので、復習できるように説明します。 

 

Decoupled の概念 

 

 

 

出展：https://reactfordrupal.com/tutorials/drupal-for-react-developers/ 

 

 

Drupal API-First の概念 

 

https://qiita.com/mochigumi07/items/aad3ed5de920e46ddff9
https://qiita.com/uehaj/items/1b7f0a86596353587466
https://masalib.hatenablog.com/entry/2019/02/22/002338
https://reactfordrupal.com/tutorials/drupal-for-react-developers/
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出展： https://reactfordrupal.com/tutorials/drupal-for-react-developers/ 

 

 

Gatsby+Drupla に関する説明・チュートリアル 

 

最近（2019 年）の情報として、2019 年 4 月に開催された DrupalCon Seattle2019 での Gatsby や

Decoupled に関するセッションを紹介します。 

 

Gatsby 関連 

• Introduction to Decoupled Drupal with Gatsby and React 

• Gatsby & Drupal 

 

Decoupled 関連 

• Serverless, Well Actually... 

• Frontend Architecture for Scalable Design Systems 

• An Introduction to Static Site Generators for Drupalists 

• Why will JSON:API go into core? 

• Decoupled and Uprooted: Building a Challenging Web Platform at the Flemish Government 

• Make web development fun again, with web components! 

• Secrets of the decoupled Drupal practitioner 

• GraphQL 101: What, Why, How 

• Decoupled Drupal Commerce with React Native 

• Live Coding Session - Develop & Deploy a Decoupled Drupal 8 + Vue.js Site 

• CSS-in-JS and Drupal sitting in a tree… 

https://reactfordrupal.com/tutorials/drupal-for-react-developers/
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/introduction-decoupled-drupal-gatsby-and-react
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/gatsby-drupal
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/serverless-well-actually
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/design-system-architecture-pattern-lab-twig-and-web-components
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/introduction-static-site-generators-drupalists
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/why-will-json-api-go-core
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/decoupled-and-uprooted-building-challenging-webplatform-flemish-government
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/make-web-development-fun-again-web-components
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/secrets-decoupled-drupal-practitioner
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/graphql-101-what-why-how
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/decoupled-drupal-commerce-react-native
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/live-coding-session-develop-scratch-and-deploy-production-decoupled-drupal-8-0
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/css-js-and-drupal-sitting-tree%E2%80%A6
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• Demystifying Decoupled Drupal with Contenta CMS 

• Delivering Headless Commerce 

• Design a decoupled application - An architecture guide based upon the Drupal admin UI 

 

その他のイベントでの資料 

Gatsby and Drupal Sitting in a Tree - Presentation 

 

 

番外編 WordPress+Gatsby の場合 

GatsbyJS で静的サイトジェネレートをはじめよう！ 

 

 

ハンズオン教材 その１ 

 

なるべく最新（2019 年）の資料でハンズオンを考えています。各アプリのバージョンの違いにより設定

が異なることもありますので。 

 

• Build blazing fast web applications with Gatsby 101 

• An Introduction to Drupal for React Developers 

 

もしくは 

 

Decoupled Drupal: Getting Started with Gatsby and JSON:API 

 

 

ハンズオン教材 その２ 

 

シンプルな Gatsby と Drupal の連携のハンズオンが可能です。ダイナミックなページ連携は今後となり

ますが。 

 

Integrating Headless Drupal with Gatsby (JSON:API) - Part 1 

 

https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/demystifying-decoupled-drupal-contenta-cms
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/delivering-headless-commerce
https://events.drupal.org/seattle2019/sessions/design-decoupled-application-architecture-guide-based-upon-drupal-admin-ui-0
http://codekarate.com/blog/gatsby-and-drupal-sitting-tree-presentation
https://www.mitsue.co.jp/knowledge/blog/frontend/201907/19_1546.html
https://gatsbyguides.com/
https://reactfordrupal.com/tutorials/drupal-for-react-developers/
https://www.lullabot.com/articles/decoupled-drupal-getting-started-gatsby-and-jsonapi
https://www.qed42.com/blog/integrating-headless-drupal-gatsby-jsonapi-part-1


9 

 

 

 

手順の概要 

 

Drupal サイトにコンテンツタイプを新規作成 

 

Recipe というコンテンツタイプを作成 

 

以下のフィールドを作成 

Title 

Banner Image 

Summary 

Ingredients 

Steps 

Time to prepare 

https://www.qed42.com/blog/integrating-headless-drupal-gatsby-jsonapi-part-1
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Tags 

 

 

 

コンテンツの登録画面 
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JSON API モジュールの有効化 

 

 

 

動作の確認 

<base_url>/jsonapi/node/recipe  
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Gatsby のインストール 

 

> npm install -g gatsby-cli 

 

 

> gatsby new cookbook-site https://github.com/gatsbyjs/gatsby-starter-hello-world 
 
 

Cookboo-site に移動して Gatsby の実行 

 

> cd cooking-site  
> gatsby develop 
 

Gatsby の実行は、ポートやホストの名前などを指定して実行可能です。複数の Gatsby プロセスを起動さ

せるときなどに便利です。 

https://github.com/gatsbyjs/gatsby-starter-hello-world
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例えば Gatsby develop --port=8080 --Host=192.168.0.100    

詳細は マニュアルサイト https://www.gatsbyjs.org/docs/gatsby-cli/ 

 

 

ページの設定 

/src/pages/index.js  修正 

 

レシピのページ作成 

 

recipes.js  を /src/page/ 以下に作成 

 

import React from "react" 

 

export default () => ( 

<div>  

    <h2>Walnut-Cream Roll</h2> 

    <div class='summary'> 

    This easy roulade only looks difficult!  

    A simple walnut sponge is rolled around a sweetened cream filling for a delicious and light-

tasting dessert. 

    </div> 

    <span class='date'>23rd Jan 2019</span> 

    <div class='authored'>Chef: Jamess</div> 

</div> 

) 

 

http://localhost:8000/recipes で動作確認 

 

Drupal データの取得 

動作の確認 http://localhost:8000/_graphql 

 

Gatsby と Drupal が連携するインターフェイスを追加 

 

npm install --save gatsby-source-drupal 

https://www.gatsbyjs.org/docs/gatsby-cli/
http://localhost:8000/recipes
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Gatsby のルートディレクトリにある、gatsby-config.js を修正、URL を自分の環境に編集 

 

module.exports = { 

  plugins: [ 

    { 

      resolve: `gatsby-source-drupal`, 

      options: { 

        baseUrl: `http://cookbook.local/`, 

        apiBase: `jsonapi`, 

      }, 

    }, 

  ], 

} 

 

 

動作の確認 http://localhost:8000/_graphql 

 

 

Recipe のページで確認  /recipes   

 

GraphQL explorer で確認 

 

query RecipePage { 

    allNodeRecipe { 

      edges { 

        node { 

          title 

          relationships { 

            field_banner_image { 

              localFile { 

                url 

              } 

            } 

            uid { 

              name 

            } 

          } 

          field_summary { 

            processed 
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          } 

          id 

        } 

      } 

    } 

  } 

 

 

/src/pages/recipes.js ファイルの更新 

 

import React from 'react' 

import { graphql, Link } from 'gatsby' 

 

const RecipePage = ({data}) => { 

    return ( 

            data.allNodeRecipe.edges.map((edge) => 

            <div key={edge.node.id}> 

                <div className='teaser wrapper'> 

                    <h2><Link to={'/recipe/' + edge.node.id}>{edge.node.title}</Link></h2> 

                    <div className='info'> 

                    <Link to={'/recipe/' + edge.node.id}> 

                        <img className='banner image' 

src={edge.node.relationships.field_banner_image.localFile.url} /> 

                    </Link> 

                        <div className='summary' dangerouslySetInnerHTML={{ __html: 

edge.node.field_summary.processed}} /> 

                    </div>    

                    <div className='author'>{ edge.node.relationships.uid.name}</div> 

                </div> 

            </div> 

            ) 

        ) 

         

     

} 

export const query = graphql` 

query RecipePage { 

    allNodeRecipe { 

      edges { 

        node { 
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          title 

          relationships { 

            field_banner_image { 

              localFile { 

                url 

              } 

            } 

            uid { 

              name 

            } 

          } 

          field_summary { 

            processed 

          } 

          id 

        } 

      } 

    } 

  } 

   ` 

export default RecipePage 

 

/src/styles に CSS ファイルを追加 global.css 

 

html { 

    margin:0 auto;  

    width:960px; 

    font-family: fantasy 

  } 

 

.teaser img { 

    max-width: 150px; 

    max-height: 150px;    

} 

 

.info {    

display: inline-flex; 

} 

 

.summary { 
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    margin: 0 0 0 2%; 

} 

 

.teaser { 

    background: floralwhite; 

    padding: 10px; 

    margin-top: 2%; 

} 

 

a { 

    text-decoration: none; 

    color: black; 

} 

 

.author { 

    color:darkgray; 

} 

 

gatsby-browser.js に設定追加 

 

import "./src/styles/global.css" 

 

Gatsby の再起動 

 

CSS が設定された状態  /pages/recipes/ 
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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 
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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、CMSLABO有限責任事業組合の程田和義です。 

お問合せ 電子メール hodota@cmslabo.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@cmslaboco.jp
https://drupal.org/
http://simplytest.me/

