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■Android Studio バージョン 2020.3.1 での変更点 

 Android Studio バージョン 2020.3.1（Arctic Fox）が公開されています。このファイルで

は、2020.3.1（Arctic Fox）で、操作などが変わっている部分についてまとめさせていただ

きます。 

 

●26 ページ SDK Manager の開き方 

 SDK Manager の開き方が変更になっています。左メニューの Custom より、「All settings...」

を選択します。 

 

 

 

 Appearance & Behavior > System Setting > Android SDK と選択します。これで SDK 

Manager の画面を開くことができます。 
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 28 ページの Android Studio の設定についても同様に左側のメニューより選択して設定し

てください。 

 

 

●35 ページ 新しいプロジェクトの作成方法 

プロジェクトを作成する場合は「New Project」をクリックしてプロジェクトを作成します。 
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●195 ページ 「<fragment>」が「FragmentContainerView」に置き換わったことへの対応 

 Android Studio 4.2 以降、Palette ペインの<fragment>が、「FragmentContainerView」に

変更されています。 

 まず、P195 は「<fragment>」を「FragmentContainerView」に読み替えていただいて、

画面上にドラッグ＆ドロップで配置してください。 

 

 

 

 P195 の下から５行目からのフラグメントの選択も、同様に「Title Fragment」を選択し

「OK」をクリックします。 

 

 「FragmentContainerView」では、P196 ページの「layout」が表示されず、そのままでは

Attributes ペインで入力することができませんので、手作業で「layout」アトリビュートを

入力します。「Sprit」（または Code）でレイアウトの XML を開き、Fragment に、 

 

tools:layout="@layout/fragment_title" 

 

を追加します。 

 

 

 

 



 4 / 8 

 

 

 

 プレビューが表示されたら、「Sprit」から「Design」に戻しておきます。 

 

 

●198 ページ ボタンを水平方向に等間隔で並べる 

 ボタンの「チェイン」操作でうまくボタンが上部に揃わない場合、P198 の下から 9 行目

からのチェインでの操作を次のように変更してください。 

 

 まず最初に、垂直方向の位置を決定します。「ライオ

ン」ボタンの上端の制約ハンドルを titleFrame の下に接

続し、マージンを「0dp」に設定します。 

 

 

 

 次に左右の間隔を均等に配置します。これ

には「チェイン」という機能を使います。3 つ

のボタンすべてを選択状態にし、いずれかの

ボタンを右クリックしてメニューから

【Chains】→【Create Horizontal Chain】を

選択します。 
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 最後に3つのボタンをすべて選択状態に

し、「Align」ボタンから「Top Edges」を選

択します。すると 3 つのボタンの上端を揃

える制約が追加されます。 

 

 

 

 

 これで3つのボタンを水平方向に均等に

並べることができました。 

 

 

●310 ページ Realm の導入先の変更への対応について 

 Realm が保存されていたサーバーjcenter が新規受付を停止したため、Android Studio が

作成する初期状態のプロジェクトのテンプレートに、jcenter()の記述がされなくなっており

ます。 

 jcenter サービスは新規受付を停止していますが、過去のものはそのまま保持されていま

すので、310 ページにありますプロジェクトの build.grale（Project: MyScheduler）の修正

のところで、以下のように、jcenter()の指定を追加していただく必要があります。 

 

▼プロジェクトの build.gralde（Project: MyScheduler）を開き以下のように jcenter()を追

記する 

 

buildscript { 

    ext.kotlin_version = “1.5.0” 

    repositories { 

        google() 

        mavenCentral() 

        jcenter()   //← この行を追記する 

    } 

 ︙ 

 

 また Realm はmavenCentral リポジトリサーバにも登録されていますので、mavenCentral

から取得することもできます。もし今後、jcenter サーバーが停止するなど、上記の対応で

問題が解決しない状況になった場合には、mavenCentral の Realm を使う方法を試してみて

ください。ただし jcenter と mavenCentral では登録されているバージョンに差異があるの

で注意してください。 

 mavenCentral を使う場合、プロジェクトの build.gralde（Project: MyScheduler）を開き
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以下のように追加します。以下の例では realm-gradle-plugin のバージョン 10.7.0 を指定し

ています。 

 

▼以下の例では、プロジェクトの build.gralde（Project: MyScheduler）を開き、realm-gradle-

plugin のバージョン 10.7.0 を指定 

 

buildscript { 

    repositories { 

        google() 

        mavenCentral() 

    } 

    dependencies { 

        classpath "com.android.tools.build:gradle:7.0.2" 

        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.5.30" 

        classpath "io.realm:realm-gradle-plugin:10.7.0" 

    } 

} 

 

task clean(type: Delete) { 

    delete rootProject.buildDir 

} 

 

 

●327 ページ 画面遷移のコードを追加する 

 「Basic Activity」で生成されるプロジェクトの雛形が変更されており、本書で説明してい

るコードの大半が実装済みですので、以下の赤字部分を追加するように変更してください。

onCreateOptionsMenu と onOptionsItemSelected メソッドは本書では使用しないので削除

しておきます（コメントアウトした箇所）。 

 

▼画面遷移のコードを追加する 

class MainActivity : AppCompatActivity() { 

 

    private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration 

    private lateinit var binding: ActivityMainBinding 

 

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) { 

        super.onCreate(savedInstanceState) 

 

        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater) 

        setContentView(binding.root) 

 

        setSupportActionBar(binding.toolbar) 
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        val navController = 

findNavController(R.id.nav_host_fragment_content_main) 

        appBarConfiguration = AppBarConfiguration(navController.graph) 

        setupActionBarWithNavController(navController, appBarConfiguration) 

 

        binding.fab.setOnClickListener { view -> 

            navController.navigate(R.id.action_to_scheduleEditFragment) 

        } 

    } 

 

//    override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean { 

//        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 

present. 

//        menuInflater.inflate(R.menu.menu_main, menu) 

//        return true 

//    } 

// 

//    override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean { 

//        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

//        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

//        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

//        return when (item.itemId) { 

//            R.id.action_settings -> true 

//            else -> super.onOptionsItemSelected(item) 

//        } 

//    } 

 

    override fun onSupportNavigateUp(): Boolean { 

        val navController = 

findNavController(R.id.nav_host_fragment_content_main) 

        return navController.navigateUp(appBarConfiguration) 

                || super.onSupportNavigateUp() 

    } 

 

    fun setFabVisible(visibility: Int) { 

        binding.fab.visibility = visibility 

    } 

} 

 

 

●374 ページ Kotlin serialization のバージョン 

Android Studio バージョン 2020.3.1 では、デフォルトの Kotlin バージョンが「1.5.30」に

なっています。Kotlin のバージョンに合わせて Kotlin serialization のバージョンを上げる必

要があります。Kotlin serialization の最新版では使用方法が変更されているため、Kotlin 

serialization を使っている箇所についてコードを修正する必要があります。 
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▼P374 下から 3 行目を、次の赤字部分のように変更します。 

 

    dependencies { 

        classpath "com.android.tools.build:gradle:7.0.2" 

        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.5.30" 

        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-serialization:1.5.30" 

    } 

 

 org.jetbrains.kotlin:kotlin-serialization のあとのバージョン番号 1.5.30 は、その上の行に

ある org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin のバージョン番号と合わせるようにします。 

 

▼P375 は次のように赤字部分を変更してください。 

 

plugins { 

    id 'com.android.application' 

    id 'kotlin-android' 

    id 'kotlinx-serialization' 

} 

 

android { 

    …省略… 

} 

 

dependencies { 

    implementation "org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-serialization-json:1.2.2" 

    implementation 'androidx.core:core-ktx:1.6.0' 

    …省略… 

} 

 

 Kotlin serialization のバージョンが上がったことにより、JSON のデコード処理メソッド

が変更になっているのでコードを修正する必要があります。 

 

▼P377 の getSights 関数を次のように変更します。赤字部分のように修正します。 

 

fun getSights(resources: Resources): List<Sight> { 

    val assetManager = resources.assets 

    val inputStream = assetManager.open("sights.json") 

    val bufferedReader = BufferedReader(InputStreamReader(inputStream)) 

    val str: String = bufferedReader.readText() 

    val obj = Json.decodeFromString<List<Sight>>(str) 

    return obj 

} 


