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はじめに

Drupal 関連の情報源をまとめた目録を作りました（Connpass サイ
ト DrupalCamp DEN ページからダウンロード可）。
このプレゼンでは時間の都合で一部だけをご紹介します。

Introduction
I created a catalogue of information resources around Drupal 
(downloadable from DrupalCamp DEN page on Connpass). 
In this presentation I will just share some part of it due to the 
limited time. 
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アウトソーシングテクノロジーについて

株式会社アウトソーシング（東証一部）の子会社。技術者派遣および開発請負などを
提供（分野は自動車・デジタル家電・ロボティクス・医療機器の研究開発、生産、技
術開発など）。社員数 8,000 名超。
Drupal 専門部署（Drupal & HTML5 推進室）を持ち、主に大企業を顧客として複数
の大陸をまたぐグローバルなスケールのシステムを Drupal で構築、保守、運用中。

About Outsourcing Technology Inc.
With its 8,000+ employees, Outsourcing Technology Inc. offers recruitment 
and outsourcing services for automobiles, digital consumer electronics, 
research and development of medical equipment, production and technological 
development. The company, a subsidiary of Outsourcing Inc. (TSE 1st Sec.), 
has a dedicated Drupal section that builds and maintains a number of global-
scale website-systems straddling continents mainly for large enterprises.



Drupal 関連の情報を見つける基本 –
Google、Chrome、YouTube、コミュニティー

 Google を使いこなす

設定、ツール、検索演算子などを利用（フレーズ、除外、期間、サイトなど）。

 Chrome（または他の Web ブラウザー）の翻訳機能

ブラウザーに標準で翻訳機能がない場合は機能拡張（プラグイン）を追加

 YouTube - 自動翻訳と再生速度の設定

英語動画は翻訳または英語の字幕で見る。必要に応じて再生速度を調節する。

 コミュニティーを利用する - 質問する、過去の質問を探す

Drupal Japan ユーザー・グループ、Drupal コミュニティなど。ミートアップも
有益。



The Basics to Find Drupal-related Information -
Google, Chrome, YouTube and Communities

 Master Google search

Leverage settings, tools and operators (phrase, excluding, period, site etc). 

 Leverage translation feature in Chrome (or in other web browsers)

If your browser has no built-in translation feature, find and add a 
translation extension (plugin).

 YouTube - Auto-generated subtitles/captions and playback speed options

These features can be very useful to better understand the content.

 Communities - Ask questions, search past questions

Drupal Groups, Stackoverview, Drupal Answers etc. Meetups are also beneficial.



本編

Main Part



Web – 技術文書類 Documentation 1/1

 drupal.org - Documentation

https://www.drupal.org/documentation

Drupal 御本家サイトの文書コーナー The home of original documentation

 NTT データ先端技術 Drupal翻訳サイト NTT Data Intellilink Drupal

http://www.intellilink.co.jp/drupal

drupal.org およびオランダ Cipix Collection of translated documents
社からの技術情報を日本語で紹介 from drupal.org and Cipix.

https://www.drupal.org/documentation
http://www.intellilink.co.jp/drupal


Web – 全般 General – 1/4

 drupal.org

https://www.drupal.org/

Drupal 御本家サイト The Home of Drupal

 Drupal.org - Forum

https://www.drupal.org/forum

drupal.org 上の各種ユーザー フォーラム Entrance to different forums on drupal.org

 Drupal Groups

http://groups.drupal.org/

各種 Drupal ユーザー グループ Portal for different Drupal user groups

 Drupal Japan ユーザー・グループ Drupal Japan User Group

https://groups.drupal.org/japan

日本語で質問する場合は、まず、ここ。 First place to ask questions in Japanese

https://www.drupal.org/
https://www.drupal.org/forum
http://groups.drupal.org/
https://groups.drupal.org/japan


Web – 全般 General – 2/4

 dri.es

https://dri.es/

Drupal 創始者ドリース バイテルト Blog site of Dries Buytaert, the founder of
（Dries Buytaert）氏のブログ Drupal

 Weekly Drop

http://www.theweeklydrop.com/archive

Drupal に関する最新情報を毎週配信して Delivering newsletters on Drupal weekly
いるメルマガ サイト

https://dri.es/
http://www.theweeklydrop.com/archive


Web – 全般 General – 3/4
 アウトソーシングテクノロジー：Web Go Go

http://www.webgogo.jp/

Drupal 情報全般と共に創始者バイテルト氏のブログなどを紹介

 Annai

https://annai.co.jp/

初心者向けから開発者向けまでコンテンツが豊富で強力

 スタジオ・ウミ

https://www.studio-umi.jp/

特に Drupal ブログが有益（初心者～開発者）

 デジタルサーカス：Drupal ナビ

https://drupal-navi.jp/

Drupal 情報全般からニュース、イベント、セキュリティー情報まで

http://www.webgogo.jp/
https://annai.co.jp/
https://www.studio-umi.jp/
https://drupal-navi.jp/


Web – 全般 General – 4/4

Drupal イベント関連サイト Drupal-related Events

プレゼンの動画やプレゼン資料が大量に You find a lot of video footages and
公開されている。 presentation slides.

 Drupal Europe

https://www.drupaleurope.org/

 DrupalCon Nashville

https://events.drupal.org/nashville2018

 BuildAModule – DrupalCamps and Cons

https://buildamodule.com/drupal-camps-calendar

世界各地で行われる DrupalCamp、 Schedule of DrupalCamps and DrupalCons
DrupalCon の予定リスト worldwide

https://www.drupaleurope.org/
https://events.drupal.org/nashville2018
https://buildamodule.com/drupal-camps-calendar


Web – 初心者 Beginners – 1/1

 Annai: Drupal 8 初心者講座 Annai: Drupal 8 Course for Beginners

https://annai.co.jp/drupal/beginner

 その他の初心者向け情報は「Web - For other information for beginners, see
全般 General」を参照。 Web – 全般 General

https://annai.co.jp/drupal/beginner


Web – 開発者 Developers – 1/1
基本、Drupal 開発者はすでに情報収集手段が No need for explanation, since every Drupal
確立されているので解説は不要。 developer already knows how to find info.

 qiita

https://qiita.com/ Drupal information mostly in Japanese

 github

https://github.com/

 Stack overflow

https://stackoverflow.com/questions/tagged/drupal

日本語サイト（ https://ja.stackoverflow.com/ ）は Drupal 情報が少ない

 drupal answers

https://drupal.stackexchange.com/

https://qiita.com/
https://github.com/
https://stackoverflow.com/questions/tagged/drupal
https://ja.stackoverflow.com/
https://drupal.stackexchange.com/


Web – マーケター Marketers – 1/2

 Drupal Dawn

https://drupaldawn.jp/

Drupal 事例をまとめた Web サイト A collection of Drupal websites worldwide
（スタジオ・ウミ制作） (site created by Studio Umi)

 List of Drupal sites in government (state, provincial, or national)

https://groups.drupal.org/government-sites

Drupal で動いている世界各国の政府 A long list of Drupal sites in government
機関 Web サイトの長いリスト worldwide

 Hacked Website Report 2017

https://sucuri.net/reports/2017-hacked-website-report

米 Sucuri 社のセキュリティー レポート A security report by Sucuri

https://drupaldawn.jp/
https://groups.drupal.org/government-sites
https://sucuri.net/reports/2017-hacked-website-report


Web – マーケター Marketers – 2/2

 W3Techs: Historical trends in the usage of content management 
systems for websites

https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all

Web サイト用コンテンツ管理システム使用の経年推移

 BuiltWith: CMS Usage Distribution in the Top 1 Million Sites

https://trends.builtwith.com/cms

トップ 100 万サイトにおける CMS 使用状況

 Internet Live Stats: Total number of Websites

http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/

世界の Web サイト総数をリアル Displays total number of websites in
タイム表示（真偽のほどは不明） realtime (not sure if it’s true)

https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all
https://trends.builtwith.com/cms
http://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/


チュートリアル動画 Tutorial Video – 1/1

チュートリアルはすべて英語 Tutorials English only

 Drupalize.me
https://drupalize.me/

 Udemy: drupal tutorials
https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=drupal

 OSTraining
https://www.ostraining.com/drupal-training/

また「“drupal 8”, tutorial, beginner」 Googling “drupal 8, tutorial and
で検索すると大量にチュートリアル動画 beginner” together brings a lot of
が見つかる results

 Drupal 8 Beginner Tutorials - the BEST Drupal videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtaXuX0nEZk9MKY_ClWcPkGtOEGyLTyCO

https://drupalize.me/
https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=drupal
https://www.ostraining.com/drupal-training/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtaXuX0nEZk9MKY_ClWcPkGtOEGyLTyCO


Podcasts – 1/1

Podcast はすべて英語 Podcasts English only

 Talking Drupal

http://talkingdrupal.com/

 DrupalEasy

https://www.drupaleasy.com/podcast

 Lullabot Podcast

https://www.lullabot.com/podcasts

http://talkingdrupal.com/
https://www.drupaleasy.com/podcast
https://www.lullabot.com/podcasts


書籍 Books – 1/1

以下、Amazon.co.jp へのリンクは長すぎるため省略。

Drupal 8

 Annai 株式会社: Drupal 8 スタートブック―作りながら学ぶWebサイト構築
(Think IT Books) (2017/1/20)

Drupal 7

 老沼隆史: Drupal7 モジュール開発: 業務に必要な基礎知識 (2017/12/29)

 程田和義: はじめてのDrupal 7 入門編: Drupal 7 でWebサイトを作ってみよう！
(2016/4/17)

英語の本は Amazon.com で検索すると You can find numerous books on 
たくさん見つかる。 Drupal at Amazon.com

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-
alias%3Dstripbooks&field-keywords=drupal+8

https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=drupal+8


便利なツール Useful tools – 1/2

 Wappalyzer

https://www.wappalyzer.com/

Web ブラウザーの機能拡張。現在表示されて Web browser extension that detects
いるWeb サイトで使われているテクノロジー technologies used on the website
を検出してリスト表示してくれる。 currently displayed.

 Drupal X-Ray

https://www.drupalxray.com/

Drupal サイトの URL を入力すると、そこで If you enter a URL of a Drupal site,
使われている Drupal のバージョンとモジュー it detects and displays the version of
ルの一覧を表示（サイトによっては検出され Drupal used and a list of modules
ない場合あり）。 (does not work on some sites)

https://www.wappalyzer.com/
https://www.drupalxray.com/


便利なツール Useful tools – 2/2

 Sucuri: Free website malware and security scanner

https://sitecheck.sucuri.net/

URL を入力すると、そのサイトの PHP On entering a URL it detects and shows the
や CMS のバージョン、セキュリティー version of PHP and CMS used there along
状態をチェックして改良点も含めた with security status including tips for
レポートを表示 improvements

https://sitecheck.sucuri.net/


 ご意見、ご感想、追加情報等、歓迎します。ただ、できるだけ多くの情報を集めよ
うとしているわけではなく、必要なだけ集めることがねらいであることをご理解く
ださい。

 Any feedback is welcome! However, please note that I’m not trying to 
collect as many pieces of information as possible. Instead, just as many as 
necessary.
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