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You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: django-admin

It is an unofficial and free django-admin ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official django-admin.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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1: django-adminをいめる
Django Adminは、 Django WebフレームワークのCRUDインタフェースです。ほとんどの、にさ
れますが、くカスタマイズすることができます。ただし、 できるユーザーけにされており、があ
ることにするがあります。いずれにしても、 できないユーザーにはをえることはにしてはいけま
せん 。

Django Adminはなカスタマイズをしますが、あまりにもくのカスタマイズのをとさないようにし
てください。もしそうなら、おそらくDjango Adminをわずにのカスタムインターフェースをする
がます。

リソース

Djangoの•

Django Adminチュートリアル•

Djangoのドキュメント•

Djangoのソースコード•
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Examples

Djangoの

Django adminをいめるためになものはすべて、Djangoのデフォルトのプロジェクトレイアウトで
にされています。これも

# settings.py 
 
# `django.contrib.admin` and its dependancies. 
INSTALLED_APPS = [ 
    'django.contrib.admin', 
    'django.contrib.auth', 
    'django.contrib.contenttypes', 
    'django.contrib.sessions', 
    'django.contrib.messages', 
    ..., 
] 
 
MIDDLEWARE = [ 
    ... 
    'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 
    'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 
    ... 
] 
 
TEMPLATES = [ 
    { 
        ..., 
        'OPTIONS': { 
            'context_processors': [ 
                'django.contrib.auth.context_processors.auth', 
                'django.contrib.messages.context_processors.messages', 
                ... 
            ], 
        }, 
    }, 
]

Django> = 1.9でなるurls.pyについては、いバージョンよりもがです。

1.9

from django.conf.urls import url 
from django.contrib import admin 
 
urlpatterns = [ 
    url(r'^admin/', admin.site.urls), 
]

1.9

from django.conf.urls import url, include 
from django.contrib import admin 
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urlpatterns = [ 
    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), 
]

includeきのバージョンはDjango 1.9でもしincludeが、され、されるです。

まだされていないは、をするがあります。

$ python manage.py migrate

にアクセスするには、スーパーユーザーをするがあります。

$ python manage.py createsuperuser

これがしたら、サーバーをできます

$ python manage.py runserver

ページ http://127.0.0.1:8000/admin/にアクセスしてください。

ページにモデルをする

アプリでのモデルをしたでも、ページでできるようにするには、 するがあります。

これはadminサブモジュールでわれます。あなたのアプリがmanage.py startappをってされた、 
admin.pyファイルはにあなたのappモジュールにかれているはずです。それのはします。

#myapp/admin.py 
from django.contrib import admin 
from myproject.myapp.models import MyModel 
 
admin.site.register(MyModel)

すべてのオプションは、ModelAdminサブクラスでされています。いくつかのオプション

class MyCustomAdmin(admin.ModelAdmin): 
    list_display = ('name','age','email')  # fields to display in the listing 
    empty_value_display = '-empty-'        # display value when empty 
    list_filter = ('name', 'company')      # enable results filtering 
    list_per_page = 25                     # number of items per page 
    ordering = ['-pub_date', 'name']       # Default results ordering 
 
# and register it 
admin.site.register(MyModel, MyCustomAdmin)

モデルをするよりなは、 admin.registerデコレータをすることadmin.register 。

@admin.register(MyModel) 
class MyCustomAdmin(admin.ModelAdmin) 
    ...
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ページからモデルをする

Django Adminにはデフォルトでいくつかのモデルがされています。ページからモデルをしたいが
あります。

これはadminサブモジュールでわれます。あなたのアプリがmanage.py startappをってされたもので
あれば、 admin.pyファイルはにあなたのアプリケーションモジュールにかれているはずです。そ
れのはします。

#myapp/admin.py 
from django.contrib import admin 
from django.contrib.auth.models import User 
 
admin.site.unregister(User)

djangoユーザモデルをカスタマイズする

from django.contrib.auth.models import User 
class UserAdmin(admin.ModelAdmin): 
    list_display = ('email', 'first_name', 'last_name') 
    list_filter = ('is_staff', 'is_superuser') 
 
admin.site.unregister(User) 
admin.site.register(User, UserAdmin)

django User Model Adminがにされているので、カスタムUserAdminをするにをするがあります。
まずadmin.pyでUser Modelのをしてから、User ModelをカスタムModelAdminにするがあります

オンラインでdjango-adminをいめるをむ https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-

adminをいめる

https://riptutorial.com/ja/home 5

https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-admin%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-admin%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-admin%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-admin%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-admin%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-admin%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B
https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/3499/django-admin%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B


2: の
はあなたがにもしていないときににget_priceselfをとしないとう。はget_priceメソッドをします
。これは、モデルのでからじをることができるからです。はっているがある。ここではget_price

メソッドのはされません。

Examples

ディスカウントアクション

ある、 Laravel PHPフレームワークをにっているとしました。 Djangoには、 Django adminとば
れるデータベースとやりとりするために、 Djangoに HTML CRUDシステムがすべてまれている
とったとき、のがりました。はにった " ののWebアプリケーションのインターフェイスをするに
はヶかかりましたが、あなたは1のコードをかなくてもこれらすべてをっているといますか "は " 
イェップ "とえた。

Djangoのは、なですジャンゴくのグッズをします。これらのうちの1つはアクションです。

しかし、「  」はですか

モデルがあり、にいくつかのエントリ、をしているとします。は、コンソール python manage.py 

shell  をせずに、なくとも1つのルールアクションをしたいとします。

# python manage.py shell (interactive console) 
 
from math import ceil 
 
from my_app.models import Product 
 
 
DISCOUNT = 10  # percentage 
 
for product in Product.objects.filter(is_active=True): 
    """ Set discount to ALL products that are flagged as active """ 
    multiplier = DISCOUNT / 100.  # DISCOUNT / 100 in python 3 (without dot) 
    old_price = product.price 
    new_price = ceil(old_price - (old_price * multiplier))  # seller wins :) 
    product.price = new_price 
    product.save(update_fields=['price'])

すべてのにをしたことにがきましたかこのをのものにしたいのであればどうでしょうかまたは、
のをでしてこのをのにするは、これらすべてはDjangoのをじてあなたはしいをいています。 
DjangoアクションFTW。なをてみましょう。

Python 3.4.3•
Django 1.10•
SQLitePythonでビルドされ、なインストールセットアップが•
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モデル

たちのeショップにを•

のはではありません•

Djangoインターフェースをして、1つまたはのエントリにをすることができます。•

セットアップアプリ、モデル、Django

あなたがにっているとすると、 プロジェクトをし 、どこのディレクトリにmanage.pyのとでアプ
リをするstockして、

python manage.py createapp stock

Djangoはにディレクトリをします。 models.pyファイルをしてする

# models.py 
 
from django.db import models 
 
 
class Product(models.Model): 
    name = models.CharField('Product name', max_length=100)  # required field 
    price = models.PositiveIntegerField('Product price') 
 
    def __str__(self):  # __unicode__ in Python 2 
        return self.name

のProductモデルはされましたが、データベースにはまだありません。をINSTALLED_APPSには、アプ
リがINSTALLED_APPSリストにまれているがあります。

settings.pyファイルをし、 INSTALLED_APPSリストのにします

# settings.py 
 
INSTALLED_APPS = [ 
    # ... previous Django apps 
    'stock.apps.StockConfig', 
]

すぐする

python manage.py makemigrations 
python manage.py migrate

migrateコマンドの、データベースにはproductというのテーブルがされ、 id 、 name 、 price 3つの
カラムがまれています。ここまではですね
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<your_project_name>/<your_project_name>/フォルダにあるROOT_URLCONFファイルのをしていな
い、DjangoサイトをすURLはのようになります。

# urls.py 
 
urlpatterns = [ 
    # ... other URLs 
    url(r'^admin/', admin.site.urls), 
]

これまでは、Djangoのアクションについてはもていませんでした。のステップをんで、 
stock/admin.pyファイルのにしてください

# admin.py 
 
from django.contrib import admin 
 
from .models import Product 
 
 
@admin.register(Product) 
class ProductAdmin(admin.ModelAdmin): 
    pass

OK。セットアップがしました。すべてがすることをするには、のコマンドをします。

python manage.py runserver

おみのブラウザで127.0.0.1:8000/admin/アクセスしてください。あなたは、あなたのC reate- R 

ead- U pdate- D eleteすることができますのある、な、らしいDjangoのページ、されるはず
Productモデルをが、のページでユーザー/パスワードのをめられても、もはありません。にログイ
ンするためのUserをしていないだけです。にする

python manage.py createsuperuser

あなたの、メール、ユーザーとパスワードを2すればです。

 

のをする
これまではモデルをしましたが、まだエントリはありませんはありません。たちはDjangoのアク
ションのをらかにするためにいくつかのエントリがです。

たちは100のをり、それをってします。しかし、でADDボタンをしてnameとpriceをするのではな
く、たちのをするためのスクリプトをします。

python manage.py shellをし、のようにします。
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# python manage.py shell 
 
from stock.models import Product 
 
 
for i in range(1, 101): 
    p = Product.objects.create(name='Product %s' % i, price=i)

forループがでデータはデータベースにされていることをする100のエントリーをしProduct 1 、 
Product 2 ...、 Product 100および1 、 2 、...、 100 。

Djangoのページからこれらのをするには、もう127.0.0.1:8000/admin/アクセスしてProductsリンク
をクリックしてください

された100のをおしみください
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これは、Djangoのchange listページとばれます。これをもっときれいにえるようにするには、 
stock/admin.pyファイルをしてのようにします。

@admin.register(Product) 
class ProductAdmin(admin.ModelAdmin): 
    list_display = ('name', 'price')

さて、リフレッシュをすと、をする2のがされます。

 

ピーアクションの
すると、々はモデルをっており、々はエントリをっている。に、したに30のをするアクションを
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します。

change listページのに、 Actionのラベルがいたボックスがにあることにきましたか Djangoは、 D 

eleteアクションをするエントリにデフォルトアクションをにします。

Djangoのアクションはなとしてかれています。 stock/admin.pyファイルをし、をしてください

# admin.py 
 
@admin.register(Product) 
class ProductAdmin(admin.ModelAdmin): 
    list_display = ('name', 'price') 
    actions = ['discount_30'] 
 
    def discount_30(self, request, queryset): 
        from math import ceil 
        discount = 30  # percentage 
 
        for product in queryset: 
            """ Set a discount of 30% to selected products """ 
            multiplier = discount / 100.  # discount / 100 in python 3 
            old_price = product.price 
            new_price = ceil(old_price - (old_price * multiplier)) 
            product.price = new_price 
            product.save(update_fields=['price']) 
    discount_30.short_description = 'Set 30%% discount'

ここですべきがいくつかあります。

ProductAdminクラスには、のリストである1つのな actions がありますはアクションをすので
す。

•

ProductAdminクラスのメソッドであるaction-function。これはとしてるModelAdmin えばself 、
このであるため HTTP requestオブジェクトとqueryset されたオブジェクト・エントリ・のリス
ト。

•

のは、アクションボックスにされたをする short_description ですのをエスケープするため
にそこにダブルがあります。

•

ファンクションアクションでは、されたについてをい、そのを30させました。その、パフォーマ
ンスのから、データベースのupdate_fieldsリストにまれるフィールドモデルのすべてのフィール
ドのUPDATEではなくにUPDATEをにするために、 update_fieldsをしてsave()メソッドをびしま
す。このではパフォーマンスが2しかられませんが、そのがかります。

change listページでリフレッシュをすると、 deleteれたアクションのにアクションがされます。
にくとののチェックボックスをして、またはすべてののにあるチェックボックスをしていくつか
のをし、Set 30% discountアクションをクリックしGoボタンを。 それでおしまい
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もちろん、これはほとんどのではあまりではありません。このアクションでは、なるのをするこ
とはできません。のをするたびに、 admin.pyファイルをするがあります。のでは、これをうをて
いきます。

オンラインでのをむ https://riptutorial.com/ja/django-admin/topic/7747/の
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