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マニュアル「『Claris アカデミー』の歩き方」の構成 

(1) サインアップとログイン 
(2) 画面の名称と基本設定（本書） 
(3) 研修の受講 
(4) チームの学習状況の確認画面の構成 

※ 本マニュアルは、Saba Cloud バージョン 55 (U55) の仕様に基づいています。

ii

バージョン 発行日 改訂内容
CAJ02V1R1 2021年10月 初版発行

CAJ02V1R2 2021年11月22日 Saba Cloud バージョン 50 (U50) →51（U51）アップデートに伴
う画像差し替え

CAJ02V1R3 2022年 4月 1日 Saba Cloud バージョン 51 (U51) →52（U52）アップデートに伴
う画像差し替え

CAJ02V2R1 2022年11月30日 Saba Cloud バージョン 53 (U53) →54（U54）アップデートに伴
うブランド名および U/I 変更対応

CAJ02V3R1 2023年 4月20日 Saba Cloud バージョン 54 (U54) →55（U55）アップデートに伴
う U/I 変更対応



1. 画面の構成 
　ここでは、ログイン後の画面構成について説明します。 

1.1. ホーム画面 
　ホーム画面は、ログイン後に表示される画面です。システムのメンテナンス情報や、新しい学習コンテン
ツの追加に関するお知らせなどが表示されます。 
　この画面から、次の画面に遷移することができます。 

A. メインメニュー（1.2. 参照） 
B. プロファイルメニュー（1.3. 参照） 
C. 検索ウインドウ（1.4. 参照） 
D. 参照メニュー（1.5. 参照） 
E. コレクション（1.6. 参照） 

　どの画面を表示していても、左上の「Claris」ロゴをクリックするとホーム画面に戻ることができます。 
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1.2. メインメニュー 
　ホーム画面左上の三本線マークをクリックすると、メインメニューが表示されます。 
メインメニューの表示項目は、一般のユーザと、マネージャー（チームあるいは組織を管理するユーザ）と
で異なります。 

一般ユーザ用 

マネージャー用 

• 「ホーム」をクリックするとホーム画
面に戻ります。 

• 「自分」をクリックすると、学習計画
の確認やプロファイルの編集などがで
きます。

• チームあるいは組織の「マネージャー」
になっているユーザには「メンバー」と
いう項目が表示されます。クリックする
と、チームのメンバーの学習計画と進捗
を参照できます。 

※「マネージャー」の設定方法について
は、2.2. を参照してください。
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1.3. プロファイルメニュー 
　プロファイルメニューでは、パスワードの変更やポートレット（2.3. にて説明）の追加ができます。 
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プロファイル画面にて設定した画像が表
示されます。 
イメージファイルは JPEG、PNG、または 
BMP 形式で、画像サイズは 150×150 ピ
クセル以上、ファイル サイズは 1 MB 未
満にしてください。

ポートレットの 
追加・削除ができます。

パスワードの変更が
できます。

Saba Cloudサイト 
（英語）に 
ジャンプします。

ロケール、および、自分の学習計画概略の電子メール
通知の頻度を設定できます。 
通知される学習計画の概略には、学習進捗状況（目標
期日超過のカリキュラムや新規に計画に追加したカリ
キュラムなど）が含まれます。 

学習計画の通知方法は、「計画の概略」欄で 
次の中から選択することができます。 
• 「電子メールなし」：通知なし 
• 「電子メール：毎週」：毎週日曜日に電子メールで
通知 
• 「月次メール」：毎月一回電子メールで通知 

　　　　　「計画の概略」を変更したら 
　　　　　「保存」をクリックしてください。

ダウンロードできるアプリについての説明が表示されます。 
「Cornerstone SBX」：iOS および Android 用モバイルアプリケー
ション 
「SABA ANYWHERE」：Claris アカデミーでは使用しません 
「Saba Meeting アプリ」：Claris アカデミーでは使用しません

自分宛のメッセージを 
参照することができます。

Claris アカデミーから 
サインアウトすることが
できます。

Saba Cloudサイト 
（英語）に 
ジャンプします。



1.4. 検索ウインドウ 
　カリキュラム名など、学習コンテンツの名称がわかっている場合は、名称の一部を検索ウインドウに入力
して検索することができます。 
　検索ウインドウの右側をクリックすると、詳細検索用の項目がでてきますが、こちらは使用する必要はあ
りません。 
 

　 

• インクリメンタルサーチ：検索ウインド
ウに文字を入力するごとにリアルタイム
で検索されます。
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1.5. 参照メニュー 
　「参照」ボタンをクリックして、カテゴリ別、あるいはすべてのラーニングカタログ（学習コンテンツ）
を一覧表示することができます。 

カテゴリ名をクリックすると、そのカテ
ゴリが割り当てられている利用可能な学
習コンテンツの一覧が表示されます。

「ラーニングカタログ」をクリックする
と、現在のユーザが受講可能な学習コン
テンツを表示するブラウズ画面に移動し
ます。 
ブラウズ画面では、「ハイライトラーニ
ング」「新規ラーニング」および「評価
の高いラーニング」のコンテンツが一覧
表示されます。 

ラーニングカタログからも各コンテンツ
のタイル右下のメニューより「登録」や
「計画に追加」することが可能です。 

「計画」については 
「研修受講編　2.2. 学習計画を立てる」 
「登録」については 
「研修受講編　2.3. 受講登録する」 
をご参照ください。
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「参照」をクリックすると 
バーが表示されます

ラーニングカタログ すべて参照

カテゴリ名

https://downloads.claris.com/kk/downloads/pdf/ClarisAcademyJP_man03.pdf
https://downloads.claris.com/kk/downloads/pdf/ClarisAcademyJP_man03.pdf


参照メニューから移動した各画面に表示
される「クラシックビュー」をクリック
すると、前バージョンと同様の参照メニュ
ーが表示されます。

• 学習コンテンツの一覧表示の左側の、
「参照」と「フィルタ基準」で学習コン
テンツを絞り込むことができます。 

• 「参照」は、その下に表示されているカ
テゴリで絞り込むことができます。 

• 「フィルタ基準」で「カリキュラム」を
選択して「適用」ボタンをクリックする
と、すべてのカリキュラムを一覧表示す
ることができます。 

• 「フィルタ基準」の「場所」「日付」は 
Claris アカデミーでは使用しません。 

「すべて参照」は、Claris アカデミーで
は「ラーニングカタログ」と同じ内容を
表示します。 

各画面に表示される「ラーニング」をク
リックすると、「計画」画面へ移動しま
す。 
「計画」については 
「研修受講編　2.2. 学習計画を立てる」
をご参照ください。 
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「カリキュラム」に
チェックを入れて 
「適用」をクリック

すると 
すべてのカリキュラム
が一覧表示されます

https://downloads.claris.com/kk/downloads/pdf/ClarisAcademyJP_man03.pdf


1.6. コレクション 
　コレクションは、受講中に学習コンテンツに付与したブックマークの集合です。コレクションごとに　
ブックマークをつけたコンテンツを参照することができます。 
　ブックマークの利用方法などについては、マニュアル「『Claris アカデミー』の歩き方 - (3) 研修の受講」
を参照してください。 

• コレクションの名称（左図では
「FileMaker Cloud」と「ライセン
ス」）をクリックすると、そのコレク
ション内のブックマークが一覧できま
す。 
• 「すべてのコレクションを表示」をク
リックすると、すべてのコレクション
が一覧表示されます。コレクションの
名前や関連づけられたタグなどを編集
することができます。

/ ページ9 22



2. プロファイルとホーム画面の設定 

2.1. プロファイルの既設定項目の確認 
　サインアップ時に入力したプロファイル項目は、メインメニューの「プロファイル」画面で確認すること
ができます。 

　 
プロファイル項目には、次の表に示すように、現在すべてのユーザで使用している項目、Claris アカデミー
を組織で使う場合に利用できる項目、および、将来的に利用する項目（現在は未使用）があります。 

項目名 説明 利用状況

姓 サインアップ時に入力したものが設定されており、 
ユーザが変更することができます。

すべてのユーザ
で使用中

名 サインアップ時に入力したものが設定されており、 
ユーザが変更することができます。

すべてのユーザ
で使用中

国 サインアップ時に入力したものが設定されており、 
ユーザが変更することができます（「組織の連絡先」の
鉛筆マークをクリックし、「国/地域」を変更）。

すべてのユーザ
で使用中

組織図の表示 Claris アカデミーを組織的に利用する場合に使用しま
す。

組織で使用

変更履歴の表示 アカウントおよびプロファイルの変更履歴を確認できま
す。

すべてのユーザ
で使用中

プロファイル PDF の生成 （Claris アカデミーでは現在使用していません） 未使用

項目名
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自己紹介

専門的な関心事

プロファイルPDFの生成

組織図の表示

マネージャー

組織の連絡先

変更履歴の表示

タイムゾーン

言語

姓

国

名



姓名の変更方法 

自己紹介 サインアップ時に入力したものが設定されており、 
ユーザが変更することができます。 
（Claris アカデミーでは現在使用していません）

未使用

専門的な関心事 （Claris アカデミーでは現在使用していませんが、ご自
身の長期学習計画などにご利用いただけます）

未使用

マネージャー 自分の学習状況を確認できるユーザ（マネージャー）を設
定します。詳しくは（2.2.）を参照してください。

組織で使用

組織の連絡先 サインアップ時に入力した電子メールアドレスが設定され
ます。ユーザが変更することはできません。

すべてのユーザ
で使用中

タイムゾーン サインアップ時に入力したものが設定されます。 
ユーザが変更することはできません。

すべてのユーザ
で使用中

言語 （Claris アカデミーでは現在使用していません） 未使用

説明 利用状況項目名

「姓」「名」を変更するには、メインメニュ
ーから「自分」をクリックし、その中の「プ
ロファイル」を選択します。 

一番上右端の鉛筆マークをクリックすると、
「姓」「名」を変更できます。 
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アイコン写真の設定 
　プロファイルアイコンの画像は、プロファイルメニューで設定・変更します。 
 

1
• 人型アイコンをクリックします。 
プロファイル画像を変更する画面が表
示されるので、指示に従って画像をア
ップロードしてください。 

2
• プロファイル画像を設定すると、プロ
ファイルメニューのアイコンと、メイ
ンメニューの「プロファイル」画面に
も、設定したプロファイル画像が表示
されます。
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2.2. 「マネージャー」の設定 
　マネージャーは、自分が属しているチームを管理しているユーザで、自分を含むチーム内のメンバーの学
習状況を確認できます。自分のマネージャーは、メインメニューの「プロファイル」画面から自分で設定す
ることができます。 
　「マネージャー」自体の権限は Claris アカデミーの管理者にて設定します（マネージャーとなる人は、
部下となる人の学習進捗などのプライバシー情報を参照することができるため）。Claris アカデミー事務局
（お問い合わせ窓口）までご連絡ください。 

マネージャーの設定方法（チームメンバーの場合） 

1 プロファイル画面の右の人物マークの右上
の鉛筆マークをクリックします。 
（マウスオーバーで「マネージャーを編
集」と出ます。）

2 「マネージャーを編集」ダイアログで、マ
ネージャーに指定したいユーザの「姓」
「名」あるいは「ユーザ名」の一部を2文
字以上入力すると、候補のユーザが検索さ
れます。 
該当するユーザを選択して「保存」ボタン
をクリックします。

3 マネージャーが正常に登録されると、右の
人物マークのところにマネージャーとなっ
たユーザの姓名が表示されます。
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2.3. ポートレットを表示する 
　「ポートレット」は、ホーム画面に追加できるコンポーネントです。有効化されているポートレットを、
ユーザが自分で選択してホーム画面に配置することができます。 
　Claris アカデミーでは現在、次のポートレットを利用することができます。 

• 完了済みラーニング 
• 新規コース 

ポートレットの設定方法 

1
• ポートレットは、プロファイルメニュー
の「ホームの設定」で設定します。

2
• ユーザは、「ポートレットの追加」をク
リックして、表示されたダイアログから
配置したいポートレットをホーム画面に
ドラッグ＆ドロップします。

3
• ポートレットを動かして配置したい場所
におき、「完了」ボタンをクリックし
ます。
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4 ポートレットがホーム画面に設定されまし
た。 
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3. モバイルアプリからの利用 
　iOS / iPadOS / Android 用のモバイルアプリ「Cornerstone SBX」を利用して学習を進める
ことができます。モバイルアプリは、App Store (iOS / iPadOS) または Google Play (Android) 
から無料でダウンロードすることができます。 
　モバイルアプリでは、ユーザ名 + パスワードの入力、あるいは、Web ブラウザ上の Claris ア
カデミーで表示される QR コード （二次元バーコード）を使ってログインすることができます。1

iOS / iPadOS / Android 用のモバイルアプリ「Cornerstone SBX」からも利用することができ
ます。 
　なお、モバイルアプリを利用するには、まず Claris アカデミーにサインアップ（ユーザ登録）
しておく必要があります。 

iPhone 版 Cornerstone SBX iPad 版 Cornerstone SBX

 QR コードはデンソーウェーブの登録商標です。1
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3.1. ログイン 

1 ユーザ名とパスワードの入力でログインするには、
モバイルアプリを起動後、まず「サイト名」に
「manabu.claris.com」を入力して「確定」をク
リックします。

2 「ユーザ名」と「パスワード」の入力欄が表示さ
れますので、ご自身のユーザ名（サインアップ時に
入力した電子メールアドレス）とパスワードを入力
して「サインイン」をクリックします。

3 QR コードでログインするには、モバイルアプリを
起動後、「QR コードでログイン」をタップしま
す。
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　サインインすると、モバイルアプリの次の画面が選択可能となります。 

• ダッシュボード 
• マイチーム（マネージャーにのみ表示されます） 
• カタログ 
• メッセージ 
• ダウンロード 
• その他（設定） 

4 別途、Web 上で Claris アカデミーにログイン
し、ホーム画面右上のプロファイルメニューの「ダ
ウンロード」をクリックして、「IOS および 
ANDROID スマートフォン / タブレット向け 
CORNERSTONE SBX モバイル アプリケーショ
ン」を表示します。 

5 右上の「QR コードでログイン」の「QR コードの
生成」ボタンをクリックして、QR コードを表示さ
せます。

6 モバイルアプリに表示されている枠内に、生成した 
QR コードの表示をスキャンする（枠内に入れる）
と、ログイン処理が実行されます。 

生成した QR コードは 30 秒間のみ有効です。失
効してしまったら、もう一度生成してください。
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3.2. ダッシュボード 
「ダッシュボード」画面では、現在の学習状況を確認することができます。 
ダッシュボードで「進行中」をクリックすると、受講中のコースの一覧が表示されます。 
さらにコース名をクリックすると、コースの内容（クラス詳細）が表示されます。 

(1) ダッシュボード　　　　　　　　(2) 受講中のコース一覧　　　　　(3) コース概要 

コース一覧、あるいは、クラス詳細で「開始」ボタンをクリックすると、対応する動画の再生が始まります。 
 

• 音量は、デバイス側で調節してくださ
い。 

• iOS 版は画面右下の　　より再生速度
を変更できます。 

操作しづらい場合は、画面左上の 
　より全画面表示にしてください。
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3.3. カタログ 
　「カタログ」画面では、受講中あるいは受講可能な学習コンテンツが一覧表示されます。学習コンテンツ
のタイルをクリックすると、その内容が表示されます。未受講の学習コンテンツは、この画面から計画に追
加したり、受講登録をしたりすることができます。 

(1) カタログ　　　　　　　　　　　(2) 学習コンテンツの内容（受講中、未受講中） 
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3.4. メッセージ、ダウンロード、その他 
　「メッセージ」画面には、メッセージセンターの内容が表示されます。 
　「ダウンロード」画面は、使用しません。 
　「その他」画面からは、「設定」と「ログアウト」を選択できます。「設定」画面では、言語や、ランディ
ングページ（モバイルアプリを立ち上げたときに表示される画面）などを変更することができます。 

(1) メッセージ　　　　　　(2) ダウンロード　　　　(3) その他　　　　　　　 (4)  設定 
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FAQ 

Q1 「参照」ボタンをクリックした後のブラウズ画面で、フィルタ基準で「コース」を選択し「適
用」しても、一部のコースしか出てきません。
カリキュラムに含まれているコースの中には、カリキュラムの中だけで受講できるものと、カリ
キュラム以外で単独で受講できるものがあります。カリキュラムの中だけで受講できるものは、
ブラウズ画面では一覧することはできません。カリキュラムを選択して、中のコースを確認して
ください。（1.5.参照メニュー）

Q2 プロファイルアイコンの画像を変更したいのですが、うまくいきません。

JPEG、PNG、または BMP 形式でアップロードしてください。画像サイズは 150×150 ピクセル
以上、ファイル サイズは 1 MB 未満にしてください。アップロードした画像はプロファイル画像
ボックスに合わせて自動的にサイズ調整されるため、正方形の画像を使用すると最適な結果が得
られます。（2.1. プロファイル既設定項目の確認「アイコン写真の設定」）

Q3 タイムゾーンが変更できません。

サインアップ時に入力したものが設定されます。ユーザが変更することはできません。 
（2.1. プロファイル既設定項目の確認）

Q4 「マネージャー」の設定をしたいのですが、どうしたらいいですか？

「マネージャー」の権限は Claris アカデミーの管理者にて設定します。Claris アカデミー事務
局（お問い合わせ窓口）までご連絡ください（2.2. マネージャーの設定）

Q5 「ポートレット」とはなんですか？

「ポートレット」は、ホーム画面に追加できるコンポーネントです。有効化されているポートレ
ットを、ユーザが自分で選択してホーム画面に配置することができます。（2.3. ポートレットを
設定する）

Q6 モバイル端末で Claris アカデミーを受講したいのですが。

Android / iOS / iPadOS 用のモバイルアプリ「Cornerstone SBX」から利用することができ
ます。　モバイルアプリ「Cornerstone SBXは、Google Play (Android) または App Store 
(iOS / iPadOS) から無料でダウンロードすることができます。（3. モバイルアプリからの利
用）

Q7 モバイルアプリ「Cornerstone SBX」から Claris アカデミーにサインアップできません。

モバイルアプリを利用するには、Webブラウザ経由にて Claris アカデミーにサインアップ（ユ
ーザ登録）しておく必要があります。（3. モバイルアプリからの利用）
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お問い合わせ窓口： 
Claris アカデミーサイト（ https://manabu.claris.com ）下部にあります 

「お問い合わせ Contact」をクリックして表示されたサイトの 
 フォーム 　よりお問い合わせください。 

 
 

 

CAJ02V3R1

「フォーム」をクリックすると
「お問い合わせフォーム」の 
ページに移行します。 

フォーム下部の 
「All Products」では 
「All other products」を、 
「All Versions」では
「FileMaker Learning」を 
指定していただくと、 
「Claris アカデミー」担当に 
スムーズに連絡されます。

https://manabu.claris.com
https://content.claris.com/manabu-index#ContactUs
https://support.claris.com/s/aaq?language=ja
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