
H０－ｚメニュー

4ﾘ|激は、各メニューアイテムに表,Jくされるテキストになります。

サンプルアプリケーションでは､雌初のメニューアイテムには炎,ｋするテキストのみを,没定し、

2つ||と3つＨのメニューアイテムには、標地で川蔵されていゐアイコンllIIi像をsetIconメソッド

で股定しています。標準のアイコンllI1i像のリソースＩＤは、android.R,drawableクラスに定数

で定溌されています。

リスト10.2.3

／/onCreateOptionsMenuメソッド(オプションメニュー生成）
＠Override

publicbooleanonCreateOptlonsNenu(Nenumenu)｛

super・onCreateOptionsNenu(menu)；

｝

/／メニューアイテム1の追加

lvIenultemiteml=menu､add(0,0,0,''iteml，')Ｉ

/／メニューアイテム2の追加

Nenultemitem2=menu,add(0,1,0,'‘item2'')；
itenl2・setlcon(android.R・drawabLe・icmenusealrch)』

/／メニューアイテム3の追加

Nenultemitem3=menu・add(0,2,0,i1item3m)；

item3､setlcon(android.R､drawable・ic-menu-s3ve)ｊ
ｒｅｔｕｍｔｒｕｅ；

メニューアイテムが選択された時は、onOptfonsltemSelectedメソッドが呼ばれます(リス

ト10.2.4)。引数に逃択されたメニューアイテムのMenultGmインタフェースのインスタンスが

りlき渡されますので、そのMenultemオブジェクトのⅡ)を収柵して、どのメニューアイテムが

選択されたのか判定しています。

リスト10.2.4

／/onOptionsItemSeIectedメソッド(メニューアイテム選択処理）
＠Override

pubIicbooieanonOptionsltemSeIected(Nenultemitem）｛

Switch（item､9etltemId()）｛
ｃａｓｅＯ：

showDialo9('1メニューアイテム1を避択しました。Ⅲ)；
retumtrue；

ｃａｓｅｌ：

showDialo9(‘'メニューアイテム2を選択しました。”)；
returntrue3

４２１
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｝

ｃａ５ｅ２：

showDialo9(‘'メニューアイテム3を週択しました。‘')；
returntrue；

｝

returntrue；

オプションメニューは、１度に6つまでしかメニューアイテムを表示できません。もし、７つ以

上のメニューアイテムを設定したい場合、６つ目のメニューアイテムに｢More｣や｢その他｣を設

定し、そのメニューアイテムが押されると6つ目以降のメニューアイテムを一覧表示する拡張メ

ニューを実装します。６つ目以降のメニューアイテムの追加は、addSubMenuメソッドを使用

して、サプメニューという形式で追加していきます。これをサンプルアプリケーションに追記し

てみましょう(リスト10.2.5)。

リスト10.2.5

／／ｏｎ[reateOptionsMenuメソッド(オプションメニュー生成）
＠override

publicbooleanon[reateOptionsMenu(Henumenu)｛

super､on[TeateOptionsHenu(menu)；

(省略）：

｝

//メニューアイテム4の追加←追加

Menultemitem4-menu・add(0,3,0,．item4｡)；

item4､Setlcon(android.R､｡『awable､ic-menu-call)；

//メニューアイテム5の追加←追加

NenuItemitem5-menu､add(0,4,0,．item5側)；

item5・setlcon(android.R・drawable・ic-menu-camera)；

//メニューアイテム6の追加←追加

SubMenuitem6-menu,addSubMenu(0,5"０，.その他．)；

item6･setlcon(android.R・drawabIe・ic-menu-more)；

item6､add(O‘10,0,卿subiteml‘')；

item6・add(0,20,0,脚subitem2u)；

そして、追加したメニューアイテムとサプメニユーアイテム遡択時の処理も追肥します(リス

ト10.2.6)。

４２２



図10.2.20ptionMenuSampIe(2)
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リスト10.2.6

／／onOptionsltemSelectedメソッド(メニューアイテム選択処理）
＠Override

publicbooIeanonOptionsltemSelected(Menultemitem）｛
Switch（item・getltemIdO）｛

(省略）

case3：

showDialo9(,'メニューアイテム4を選択しました。”)；
ｒｅｔｕｍｔｒｕｅ；

case4：

showOiaIo9(Ⅲメニューアイテム5を避択しました。川)；
ｒｅｔｕｍｔｒｕｅ；

ｃａｓｅｌＯ：

showDia1o9(Ⅲサブメニューアイテム1を選択しました。Ⅱ)；
retumtrUe；

case２０：

showD1a【０９(''サブメニューアイテム2を選択しました。”)；
ｒｅｔｕｍｔｒｕｅ；

｝

ｒｅｔｕｍｔｒｕｅ；

｝

４２臆

笑行すると、図10.2.2のようなTI恥iが炎'Jくされます。
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【ＩｉｉＩ④ｻﾝブﾙｱブﾘｹーｼｮﾝの作成(ｺﾝﾃｷｽﾄﾒﾆｭー）】ザ ■ ア

次にコンテキストメニューのサンプルアプリケーションを作成します。ここでは、一覧表ボさ

れたリストのアイテムを良押しすると、而而中央にコンテキストメニューが表示され、表示され

たメニューのアイテムを逃択すると、雌初の・党のドにメッセージが表示されるアプリケーショ

ンを作成します(図10.2.3）

図10.2.3ＣｏｎｔｅｘｔＭｅｎｕＳａｍｐｌｅ（1】

(】1,,,1,1《､,.Ｍ）ダイアログ、メニュー、タブ

入力頂目名

AppIicationname：ConIextMenuSample

迩択１

選択２

● ●

Packagename：example･android､contex1menusampIe

Ｃ『eateActMtyI

岐初に｢Contex〔McI1uSflmplclプロジェクトを次の設定で作成します(表10.2.2)．

表10.2.2「ContextMenuSampIe｣プロジェクトの設定

ConlextMenuSampIeActivity

入力内壱

４Ｚ４

Prolectname： ConIextMenuSampIe

次にレイアウトとビユーの股定ファイル｢Contexlmenusamplc､xml｣を作成します(リスト

10.2.7)。レイアウトは､｢Lincal･LZ1yout｣を選択します。

BuildTarqetI Ａｎｄｒｏｉｄ２ＮＧ

穐謬噂韓函両蝉了ｇ”錫鰯鰯

避択１

理Ｒ２

選択ﾖ

ｺﾝﾃや評メニュー畷准系ニユーユ

醤泣･■９EO7

:融碗面燕Ei而晦~厚･涙”"麺溺S鰯

４長押しします’
］
粋
ｉ
ｌ
ｉ
ｌ
‐

苗敵■５麺

:iff

･コンテキストメニュー

|ﾒﾆ塾-↑
|ﾒﾆﾕーﾖ
|ﾒﾆｭー，

メニュー１

メニュー２



リスト10.2.8CotextMenuSampleActivityjava

packa9eexample･android・contextInenusample；

、一堂メニュー

リスト10.2.7contextmenusample･ｘｍＩ

＜?xI111versionpM1､OIIencodin9画iIutf-8ll?＞

〈LinearLayoutxmIns:andlroid='1http://Schemas､android,CO､/apk/res/androidⅡ
android:orientation=l1verticaIll

android:layout-width=nfiU-parent'’

android:(ayout-heiqht=ⅡfiU-parent"＞

＜ListView

xnllns:android=''http://scllemas･android,Com/apk/res/androidⅧ

android:id='０，+id/listview1，

android:layout-wldth=,,wrap-content'’

andr0id:layout-hei9ht=llwraP-content''＞
</ListView〉

<TextViewandroid:id=''＠+id/textviewm’

android:｛ayout-width＝mfill-parent'I

android:layout-hei9ilt=mfiU-parent"/〉

</LiI1earLayout〉

アクテイビテイクラスは、次の辿りに記述します(リスト10.2.8)。

４２臆

⑤

importjava､utiLArrayListj
importiava・utiLList；

ｅ
昏
幽
弓
詳
⑦
弓

importandroid､app・Activity；
imPortand｢oid・Cs・Bundle；

importandroid,view,ContextMenu；

importandroid,view,Menultem；

iInportaI1droid,view･View；

inlportandroid･view・ContextlvIenu.ContextMenulnfoj

importandroid､wid9et.Ａ『rayAdalPter；

importandroid・wid9et,ListAdapte｢；

importandroid・wid9et・ListView；
ｉｍｐｏｒｔａｎｄｒｏｉｄ・widqet・TextView；

pubUcclassCotextMenuSampleActivityextendsActivity｛

／／ｏｎCreateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）
＠Override

publicvoidonCreate(BundlesavedlnstanceState）｛
／／スーバークラスのonCreateメソッド呼び出し
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４２６

｝

Super､onCreate(savedlnstanceState)；

/／レイアウト股定ファイルの指定

set[ontentView(R､layout､contextmenu5ample)；

/／リストビューに表示するリスト作成

List<Strin9〉list亘ｎｅｗＡ『rayList<５t『ing>()；

list,add(口遡択1｡)；

list･add(･週択2｡)；

list・add(図週択3｡)；

/／リストアダプタ生成

ListAdapteradapteronewA『rayAdapte『<St『ing>(this

，android.R･Iayout､simple-list-item-1

，list)；

/／リストビューにアダプタを設定

ListViewli5tView-(Li5tView)findViewByld(R・id・listview)；

listView､setAdapter(adapter)；

/／コンテキストメニューにリストビューを登録

re9iSte『ForContextMenu(listView)；

/／ｏｎ[reate[ontextMenuメソッド(コンテキストメニュー生成）

＠Override

publicvoidonC『eateContextMenu<[ontextMenumenu，

ＶｉｅｗＶ，

ContextMenulnfomenulnfo)｛

／／コンテキストメニュー生成

menu,setHeade『Title(‘,コンテキストメニュー､)；

｝

menu・add(､メニュー1‘')；

menu・add(､メニュー2‘')；

menu・add(剛メニュー3‘')：

supe『､on[reate[ontextMenu(menu,ｖ,menulnfo)；

//onContextItemSelectedメソッド(コンテキストメニュー選択）

＠Override

publicbooleanonContextItemSeiected(Menultemitem）｛

／／避択されたメニューアイテムをテキストビューに表示

TextViewtextView＝(TextView)findViewById(R・id・textview)；

textView・SetText("コンテキストメニューで選択:。＋item､9etTitle())；



リスト10.2.9

／／コンテキストメニューにリストビューを登録

reqisterForContextlvlenu(li5tView)；

retumsuper・onContextltemSelected(itenl)Ｉ

｝

｝

これで設定とプログラミングについては一辿り完了です。一庇ｿﾐ行し、先ほどのlIIii而が表示さ

れ、想定どおりに処理が行われるか雌i認しておきましょう。統いてこのサンプルアプリケーショ

ンを参考にコンテキストメニューについて解説します。

ビューを災押しすると、コンテキストメニューの生成を行うonCreateContextMenuメソッ

ドが呼び出されますので、このメソッドでコンテキストメニューの各アイテムの設定を行いま

す。引数のContcxtMenuオブジェクトのsetHeaderTitleメソッドでタイトルを設定し、addメ

ソッドで符メニューアイテムを股だしましょう(リスト10.2.10)。

備１，ｺﾝテｷｽﾄﾒニュー】

コンテキストメニューを炎示したい場合、妓初に長押しするビューとコンテキストメニューを

関連付ける処理をregisterForContextMenuメソッドで行います。サンプルアプリケーション

では、ListVicwとコンテキストメニユーを関連付けています(リスト10.2.9)。

４２７

ｍ･塗メニュー

｝

白
琴

リスト10.2.10

／／onCreateContextIvlenuメソッド(コンテキストメニユー生成）
＠Overrlde

PublicvoidonCreateContextMenu(ContextMenumenu,Viewv,ContextMenulnfomenulnfo）｛
／／コンテキストメニュー生成
menu･setHeaderTitle(Ⅲコンテキストメニュー'1)；

menu･add('1メニュー1Ⅲ)j

menu・add(､メニュー2m)l
menu・add(''メニュー3Ⅱ)Ｉ

super・onCreateContextNenu(menu，ｖ,menulnfo)；
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また、コンテキストメニューのアイテムを選択した時に呼ばれるonContextltemSelectedメ

ソッドには、巡択されたメニューアイテムの悩報がMcnultemオブジェクトとして引き渡されま

す。サンプルアプリケーションでは、そのMcnultemオブジェクトからgetTitleメソッドで選

択されたアイテムの文字列悩報を取得して画面表示しています(リスト10.2.11)。

リスト10.2.11

／／onContextltemSelectedメソッド(コンテキストメニュー選択）
＠override

pUbliCbooleanon[ontextltemSeleCted(Menultemitem）｛
／/週択されたメニューアイテムをテキストビューに衷示

TextViewtextView-(TextView)findViewByld(R・id・textview)；

textView・SetText(･コンテキストメニューで選択:｡＋item､getTitIe())；

『eturn5upe『､onContextItemSeleCted(item)；

｝

４２８



ａｎｄｍｉｄ.Ｒ・dTawable･ｉｃｍｅｎｕｃｏｍｐｏｓＥ

垂④空

jIm

、

imdroid.Ｒ,drawabIe･icnlcI1udQIctc

ノソースIＤ

0.2.3に示します｡｢定数名｣は

ものです｡

表10.2.3リソースＩＤ一覧

鯵
園
一
鯵
織
翁
鐘
興
一
興
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一
亀
織
一
鯵
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『
Ⅱ⑪一語
Ｆ
１⑪-＄ タブ

最後に、画面遷移をせずに画面を切り替える機能であるタブについて解説します。

【'静⑪ｻﾝプﾙアプリケーションの作成】の

まずは、サンプルアプリケーションを作成しましょう。ここでは、アプリケーションを起動す

ると､｢タブl｣が表示され､｢タブ2｣､｢タブ3｣を押すと、それぞれのタブが表示されるアプリケー

ションを作成します(図10.3.1)。

図10.3.1ＴａｂＳａｍｐＩｅ

茜■Ｐ蒔予

呈丘,_巌９．７１

鰯鰯

タブ１ ● タブ２

歯堂企９浬８

１功b勇師f６

クプ１

グワヨ

●

岐初に｢TabSample｣プロジェクトを次の股定で作成します(表10.3.1)。

表10.3.1「TabSampIe｣プロジェクトの設定

入力項目宅 入力内容

Projectｎａｍｅ： 砲bＳａｍｐＩｅ

Build~尼ｍｅｔ Ａｎｄｒｏｉｄ２３

AppIicaWonname：Ｔ白bＳａｍｐＩｅ

Packagename：example・android･tabsampIe

CreateActivityl 砲bSampIeActMly

４３【０

諺患,湯

,鳥｜鳥,鳥｜鳥

タブ３タブ３



<TextViewandroid:id-''＠+id/textviewl1

and1roid:layout-width宮i1fill-parentI1

android:layout-hei9ht=mfiU-parent‘’
android:text='‘タブ2Ⅲ/〉

、-忠タブ

次にレイアウトとビューの股定フフ･イル｢mbsample､xml｣を作成します(リスト10.3.1)。レイ

アウトは､｢FramcLayouUを選択します。

リスト10.3.1ｔａｂｓａｍｐ１ｅｘｍＩ

＜?XmIversion=''1.0llencodin9=，lutf-8''?＞

＜FrameLayout

xmlns:android=側http://schemas､android､ＣＯ､/apk/res/android，

android:layout-width=''filLparentf‘
and『oid:layout-height=''fill-parent''＞

<LinearLayout

android:id=!!＠+id/linea｢layoutlⅢ
android3orientation=叩vertical'１

android:layout-width=｛'fiu-parenti’
android:layout-hei9ht=lIfiU-parent',〉

<EditText

android:Iayout-width重lIfiU-parentl，

android:layout-hei9htp'1wraP-Content'’
android:textSize=ll18spn/〉

</L1nearLayout〉

importandroid・ａｐｐ,TabActivity；

importandmid・graphics,Color；

４３１

ａ

庁
幽
三
目
国
邑

<TextViewandroid:id画Ⅲ＠+id/textview21

and『oid:layout-width再llfiU-parent1’

android:layout-I1ei9ht='ifill-P3rentIi
android:texﾋーⅢタブ3m/〉

</FrameLayout〉

アクテイビテイクラスは、次の皿I)に肥述します(リスト10.3.2)ｃ

リスト10.3.2TabSampleActMtyJava

packa9eexample‘android･tabsaI11ple；



９etResources().9etO『awable(android.R､d『awable､ic-menu-edit))；
tab2､setContent(R･id,textviewl)；
/／タブ3の設定

TabSpectab3＝tabHo5t・newTabSpec(mtab3m)；
tab3,5etlndiCator(､タブ３１，，

９etRe5ource5().getDrawable(android.R・drawable､ic-menu-search))；
tab3・setContent(R､id・textview2)；

importandroid.o5.Bundle；

importandroid,view･Layoutlnflate『；

imPo『tandmid,wid9et･TabHost；

impo『tandroid･wid9et･TextView；

importandroid･wid9et･TabHost・TabSpec：

publicda55TabSampleActivityextendsTabAEtivity｛
／／onqeateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）
＠Over『ide

publicvoidon[reate(BundlesavedlnstanceState)｛
/／スーパークラスのon[『eateメソッド呼び出し

SUper・onCreate(savedlnStanCeState)；

//TabHo5t取得

TabHo5ttabHost-9etTabHost()；
/／レイアウトXMLデータ取得

Layoutlnflater・from(this).inflate(R､layout,tabsample，
tabHo5t・getTabContentViewO,true)；

//テキストビューに色を股定

TextViewtxtl画(TextView)findViewByld(R・id･textviewl伽
txtl,setBack9roundColor(color･GREEN)；

TextViewtxt2。(TextView)findViewByld(R､id,textview2)；
txt2・setBack9roundColor([olor､BLUE)；

/／タブ1の股定

TabSPeCtablotabHoSt､newTabSPec(‘'tabl")；
tabl・setIndicator(‘'タブ1‘')；

tabl・setContent(R・id,Iinearlayoutl)；
/／タブ2の股定

TabSpectab2画tabHo5t･newTabSpec(ntab2'')；
tab2､Setlndicato『(胸タブ2m，

⑪OulOI確ｒｐ０ダイアログ、メニュー、タブ
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．

//各タブをTabHostに股定

tabHost･addTab(tabl)；
tabHost､addTab(tab2)；

tabHost･addTab(tab3)；

//初期袈示のタブ設定

tabHo5t・setCurrentTab(O)；
｝

｝

４３２



タブを便川するj助介、アクティピティは、Activityクラスの代わりにTabActfvftyクラスを

継承するようにします。このTabActfvityクラスには、タブを設定する'1,abllostオブジェクト

を収得するためのgetTabHostメソッドがありますので、アクテイビテイのonCreateメソッド

にTabII()stオブジェクトを取得する処理を紀述しましょう(リスト10.3.3)。

また、Layoutlnnatcrという機能を使って、アクテイビテイにレイアウトとビューの股定ファ

イルとTabHostを間述付けます。Layou〔１１】(latGl･のfromメソッドでアクテイビティに側述づい

たLay()utlnnaterオブジェクトを取得し、inflateメソッドでレイアウトとビューの設定ファイ

ルを側述付けます。鋪l引激に閲辿付ける設定ファイルのリソース11)、鮒2ﾘl数には設定したレ

イアウトヒに炎示するビユーを指定します。サンプルアプリケーションでは、タブを炎示するた

めにTablIostのgetTabContentViewメソッドでFrameLayoutを取得し、第２引数として股だ

しています。

、．:Ｅタブ

これで設定とプログラミングについては一辿り光j妻です。一度実行し、先ほどの凹而が表,Ｋさ

れ、想定どおりに処J''1が行われるか確認しておきましょう。続いてこの．V･ンプルアプリケーショ

ンを参考にタブについて解脱します。

【噂②タブ】

レイアウトとビューの股定ファイルには、あらかじめ各タブに炎示するビューを

FmmcLayOuL内に定推しておきます。

行タブの設定のための肥述をリスト10.3.4に,します。TabSpecクラスのインスタンスを取

得して、タブに表示する文i~;fや而像、タブのコンテンツに炎示するビューなどを設定していきま

す。

４３尾

リスト１０．３．３

PublicclassTabSamPleActivityextendsTabActivity｛

／/ｏｎCreateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）

＠Override

publicvoidonCreate(Bundにsavedln5tanceState）｛

／／スーパークラスのonCreateメソッド呼び出し

super・onCrea上e(savedlnstanceState)；

ａ
犀
翼
吾
閏
宮
書

/／Tabl-Iost取得

TabHosttabHost＝getTabHost()；

//TabHostとレイアウトとビューの設定ファイルを関連付け

Layoutlnflater・from(this).inflate(R､layout,tabSample，
tabHoSt・getTabContentView()，true)；
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リスト10.3.4

／／タブ1の股定

TabSpectabl-tabHo$t､newTabSpec(‘，tabl風)；
tabl・setIndicator(画タブ1m)；

tab1.5et[ontent(R・id・linearlayoutl)；
／／タブ2の股定

TabSpectab2国tabHost､newTabSpec(otab2圃脱
tab2・setlndicator("タブ2画‘

９etResourCeS().9etD『awable(android.R・drawable､icmenu-edit)肘
tab2・setContent(R・id・textviewl〃
〃タブ3の股定

TabSpectab3-tabHost､newTabSpec(mtab3‘，伽
tab3,SetIndicator(‘,タブ3画，

９etRe5ources().getDrawable(android.R,drawable・ic-menu-5earch)伽
tab3・setContent(R､id,textview2)；

newTabSPecメソッドでTabSpecオブジェクトを生成します。引数にはタブのIDを設定しま

す。また、TabSpecのsetlndicatorメソッドでタブに表示する文蔚を設定します。第２引数に

アイコンIUi像を設定し、タブに表示させることも可能です。その場合getResourcesメソッドで

各リソースにアクセスするためのResourcesクラスのインスタンスを取得し、Resourcesの

getDrawableメソッドでIllIi像の悩報を保持するDrawable抽象クラスのインスタンスを取得し

ます。getDrawableメソッドの引致には、アイコン画像のリソースＩＤを指定しましょう。

TabSpecのsetContentメソッドで、そのタブに設定するビューを指定します。

各TabSpecオブジェクトをTabHostにaddTabメソッドで設定します(リスト10.3.5)。また、

最初に表示する時に1つ目のタブが選択されて表示されるように、TabHostのsetCUrrentTabメ

ソッドに炎示したいタブの榊号(0から始まります)を指定します。

リスト10.3.5

／／各タブをTabHo5tに殴定

tabHost・addTab(tabl)；

tabHost・addTab(tab2)；

tabHost・addTab(tab3)；

//初期表示のタブ設定

tabHost・setCurrentTab(O)；

FrameLayoutは、これまであまり使用してきませんでしたが、画面に1つしかビューを表示で

きない特性を活かして、このタブのサンプルアプリケーションのような使い方もできることを覚

えておくと良いでしょう。

４３４
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１
『

まずはダイアログとメニューの復習問題です。

｢ＭＥＮＵ｣ボタンを押すと、図17-a左のようなメニューが表示され､｢設定｣を

選択すると、図17．a右のように日付選択ダイアログが表示されるアプリケー

ションを作成してください。さらに、日付ダイアログで｢設定｣ボタンを押す

と、選択した日付がプリファレンスに保存されるようにします。

到

関'1７－８

加えて、図17-bのように、オプションメニューで｢表示｣を選択すると、プリフアレン

スに保存したデータを取得して、通常ダイアログで保存した日付が表示される設定にし

てみましょう。

し
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>>＞演習１７解答

まずは、レイアウトとビユーの股疋ファイルを作成しておきましょう（リスト17.1)。

リスト１７．１

＜?xm1version=''１．０'，encodin9＝llutf-8Ⅱ?＞

＜LinearLayout

xnllns:android=川http://Schemas・aI1droid､ＣＯ､/aPk/res/android1
android:layout-width＝IlfiU-parent'I

android:layout-hei9ht=llfill-parent''＞
〈/LinearLayout〉

アクテイビテイクラスは、次の辿りです(リスト17.2)ｃ

リスト１７．２

（省略）：

publicclassMenuDialo91vlondaiActivityextendsActivity｛
／／プリフアレンスファイル名

privateStaticfinaIStringFILENANE＝１，MenuDialoqFilellj

４３１８

/／onOreateメソッド(画面初期表示イベントハンドラ）
＠Override

pubIicvoidonCreate(BundlesavedlnstanceState)｛
／／スーパークラスのonCreateメソッド呼び出し

super､onCreate(savedlnstanceState)；

／／レイアウト設定ファイルの指定

setContentView(R､layout､menUdialo9mondai)；
｝

/／onCreateOptionsMenuメソッド(オプションメニュー生成）
＠Override

publicbooleanonCreateOptionsMenu(Menumenu)｛
super・onCreateOptionsMenu(menu)；

/／メニューアイテム1の追加

MenuItenliteml=menu､add(0,0,0,m設定Ⅲ)；

iteml,setlcon(android.R､drawablejc-menu-add)Ｉ

/／メニューアイテム2の追加

Menultemitem2=menu､add(0‘1,0,m表示")；

item2・setlcon(android.R,drawab1e・icmenu-info-details)；



/／日付選択ダイアログの表示

publicvoidshowDatePickel｢Dialo9(）｛

［a[endarcal＝Calendar,qetlnstanceOl

演習１７

ｒｅｔｕｍｔｒｕｅ；

｝

/／onOptionsltemSeIectedメソッド(メニューアイテム選択処理）

＠OveTride

publicbooleanonOp廿onsltemSelected(MenUltemitem）｛
Switch（item,9etItenlld()）｛

ｃａｓｅＯ：

showDatePickerDialo9()；

ｒｅｔｕｒｎｔｒｕｅ；

ｃａｓｅｌ：

／/プリファレンスオブジェクト取得
ShalredPrefeIrencGsplreferel｢1Ｃｅ

＝getSharedPrefelrenCeS(FILE-NAME,MODEPRIVATE)Ｉ

Ｌ､｡Cベ

§ﾐﾐﾐ隷､

蝋ﾐﾐﾐ、
//保存データ取得

Strinqdate＝preference・getString(伽DATEⅢ，、ありませんⅢ)；

showDialo9(date)l

Iretumtrue；

｝
rｅｔｕｍｔｒｕｅ３

｝ ■門

DatePickerDialo9dialo9

-newDatePickerDialog(MenuDialo91vIondaiActivity､this

，newOatePickerDialo9,onDateSetListener(）｛

＠Override

publicvoidonDateSet(DatePickerpicker，

intyear,intmonth,intday）｛

／/プリファレンスオブジェクト取得

SharedPrefelrencespreference

＝qetSllaredPlreferences(FILE-NAlvlE,MODE-PRIVATE)』

４３７

合
房

十１）十Ⅲ月Ⅸ＋ｄａｙ＋Ⅷ日Ⅱ)】

/／プリファレンスの編集用オブジェクト取得
SharedPreferences,Editoreditor＝preferenCe・edit()Ｉ

⑦
門

一
声
一
）

//取得した文字列をプリファレンスファイルに保存
editolr､pUtStrin9(‘'DATE,，，

year＋Ⅱ年'1十（month＋１）十

editor･commit()；
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｝

｝

｝

｝

，cal・get([alenda『.YEAR）

，cal・get(Calendar､MONTH）

，Ca1.9et(calendar,DAY-OF-HONTH）
)；

dialo9､5how()；

/／showDialogメソッド(ダイアログ表示）

privatevoid5howDialo9(Strin9text)｛

Ａｌe『tDialo9､Builderdialo9

園newAlertDialo9､Builder(MenuDialo9MondaiActivity・thi5)；
dialo9,SetTitle(側保存結果｡)；

dialo9,setMessa9e(text)；

dialo9,setPositiveButton(‘'0K‘‘,newOialo9Interface・OnqickLi5tener()｛
publicvoidonqick(Dialo9Inte『facedialo9,intwhichButton)｛

MenuDialo9MondaiActivity・thi5・setRe5ult(Activity・RESULT-OK〃
｝

｝)；

dialo9・Create()；

dialo9,show()；
｝

onCreateOptionsMenuメソッドにオプションメニューに表示する｢設定｣と｢炎示｣のメ

ニューアイテムを投定します。onOption51temSelectedメソッドでは、メニューアイテムの

選択時の処理を記述します。

「役定｣が選択された珊合、「I付選択ダイアログを表示する処理を呼び出しましょう。ｕ付遊択

ダイアログで日付を選択し｢設定｣ボタンを押した時に実行されるonDateSetメソッドで選択さ

れた日付を取得し、プリファレンスに保存する処理を行っています。

また､｢衣示｣が選択された場合、プリファレンスから保存されたデータを取得し、通常ダイア

ログを及示する処即を呼び出します。

４３８
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『

次にタブの復習問題です｡｢設定｣と｢表示｣タブを作成し､｢設定｣タブで商品名

と価格を入力してファイルに登録できるアプリケーションを作成しましょ

う。さらに､｢表示』タブを開くと、ファイルからデータを取得して登録され

たデータを一覧表示する設定にしてください(図18-a)。

軍

轍

』

図18-ａ
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[作成のヒント］

①タブを切り替えた時に呼ばれるイベントハンドラonTabChangedメソッドを持つ

OnTabChangeListenerインタフェースをアクテイビティにimplcmentsしましょう。

②｢表示｣タブに切り替えた時にファイルデータを読み込んで一覧炎示する処理を

onTabChangedメソッドに災装します。引数にタブのⅡ)が引き渡されますのでタブ

を股定する時に脂定したタブのⅡ)とチェックして､｢表,j§｣タブに切り枠えられたこと

を判断しましょう。

③onTabChangedメソッドが呼び出されるようにするためには、TabHostの

setOnTab[han9edListenerメソッドの実行が必要です。ｏｎCreateメソッドの巾

で、タブの般定が終わったら､setOnTabChan9edLfstenerメソッドを笈行しましょ

う。引数にアクテイビテイのインスタンスを指定します。
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>>＞演習１８解答

レイアウトとビューの投定ファイルは、リスト18.1のように股定しましょう。FrnmcLayoul

の中にTableLayouLを2つ定義しましょう。１つ目のTablcLayoutは､｢投定｣タブで炎示する入力

項目とボタンを設定します。２つⅡのTableLayoutは､｢表示｣タブで表示する一覧川です。

リスト１８．１

＜?xmIvelrsion＝Ⅱ１．０llencodin9＝''utf-8Il?＞

＜F1rameLayout

４４０

xmIns:android=Ⅲhttp://schemas・android､com/apk/res/android1

android:layout-width=llfiu-palrent”

androld:layoUt-hei9ht軍I1fiU-parentli＞

<TableLayout

xmIns:android=､http://schemas,android,com/apk/Ires/android1

android:id=''＠+id/tablelayoutl1，

and'roid:layout-width毎llfiU-palrenti'

android:layoutJ1ei9ht=wfiu-parent1'>

＜TableRow＞

＜TextView

android:layout-width＝llwrap-contenti1

android:layout-hei9ht=mwrap-contentl1

android:text='‘商品名，’／〉
＜EditText

android:id=Ⅱ＠+id/namel1

androld:【ayout-width=''200dpn

android:Iayout-hei9ht='１wrap-content‘I／＞
</TableRow〉

<TabIeRow＞

＜TextView

android:layout-width＝Ijwrap-conteI1tw

android:layout-hei9ht=Ilwrap-content1l

android:text='1価格Ⅲ／〉
＜EditText

android:id=''＠+id/price”

android:layout-width＝､‘200dpIi

android:layout-hei9ht=mwrap-contentil／〉
</TableRow＞

<TabIeRow＞

＜Button

android:id=!､＠+id/add8utton！


