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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 
(3) 研修の受講（本書） 
(4) チームの学習状況の確認 

※ 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。
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1. 研修を見つける 
　受講したい研修（学習コンテンツ）を見つけるには、次の方法があります。 

• ラーニングカタログから見つける 
• 検索ウインドウから検索する 

1.1. 参照メニューとラーニングカタログ 

　ホーム画面上部の「参照」をクリックすると、参照メニューがバー表示されます。 
　参照メニューでは、「ラーニングカタログ」、「すべて参照」、「カテゴリ」を選択することが
できます。 
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A. メインメニュー
D. 参照メニュー

C. 検索ウインドウ
詳細検索 B. プロファイルメ

E. コレクション

システム 
キャンバス



　参照メニューで「カテゴリ」を選択すると、そのカテゴリに属する学習コンテンツが一覧表示
されます。なお、Claris アカデミーでは現在、学習コンテンツに対して次の 3 つのカテゴリを使
用しています。 

• Claris（Claris 全体に関するもの） 
• Claris FileMaker（Claris FileMaker に関する学習コンテンツ） 
• Claris Connect（Claris Connect に関する学習コンテンツ）（TBD） 

　「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、「新規ラーニング」「ハイライトラーニング」
のコンテンツが一覧表示されます。 
　なお、「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。 

1.2. 学習コンテンツの検索 
　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、検索ウインドウに名称の
一部を入力して検索することができます。 

• 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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2. 研修を受講する 

2.1. 学習コンテンツの構造 
　Claris アカデミーの学習コンテンツは、カリキュラム、モジュール、コース、クラスからなる階
層構造で提供されています。 
　例えば、「動画で学ぶ Claris FileMaker - 基礎編」は 1 個の「カリキュラム」で、15 個のモ
ジュール（「標準コース」パスの場合）、42 個のコース、61 個のクラス（日本語）から構成さ
れています。これらは下に示すような階層を構成しており、この体系の中で 64 個の動画、18 個
の確認テスト、および、アンケートを利用することができます。 

（例）カリキュラム「動画で学ぶ Claris FileMaker - 基礎編」の構造 

カリキュラム モジュール コース クラス アクティビティ

動画で学ぶ 
Claris 
FileMaker - 
基礎編

第 1 章　FileMaker 
の概要

001: はじめに （日本語）はじめに はじめに（動画）

002: 初めての 
FileMaker

（日本語）初めての 
FileMaker

初めての FileMaker
（動画）

基礎編　第 1 章　
確認テスト

（日本語）基礎編　
第 1 章　確認テスト

基礎編　第 1 章　確
認テスト（テスト）

第 2 章　身近なデ
ータから始めよう

003: FileMaker 
Pro ファイルを作
成しよう

（日本語）
FileMaker Pro ファ
イルを作成しよう

FileMaker Pro ファイ
ルを作成しよう（動
画）

004: ブラウズモ
ードとデータの操
作

（日本語）ブラウズ
モードとデータの操
作 

ブラウズモードとデー
タの操作（動画）

005: バックアッ
プ / レコードの編
集 / エクスポート

（日本語）バックア
ップ / レコードの編
集 / エクスポート

バックアップ / レコー
ドの編集 / エクスポー
ト（動画）

基礎編　第 2 章　
確認テスト

（日本語）基礎編　
第 2 章　確認テスト

基礎編　第 2 章　確
認テスト（テスト）

...（略） ...（略） ...（略） ...（略）

終わりに 042: 終わりに （日本語）終わりに 終わりに（動画）

基礎編　振り返り
テスト

（日本語）基礎編　
振り返りテスト

基礎編　振り返りテス
ト（テスト）

受講後アンケート 基礎編　アンケー
ト

（日本語）基礎編　
アンケート

動画で学ぶ Claris 
FileMaker - 基礎編　
受講後アンケート（調
査）
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パス 
　あるカリキュラムを完了するためのコースを受講する順番が、複数設定されている場合がありま
す。例えば、カリキュラム「動画で学ぶ Claris FileMaker - 基礎編」は、すべての動画、確認テ
スト、およびアンケート（前ページの表すべて）を順番に受講する場合（「標準コース」）の他
に、動画のみをまとめて視聴する場合（「動画聴講コース」）、あるいは、確認テストをまとめて
実施する場合（「確認テストコース」）の 3 つの順序でカリキュラムの受講を進めることができ
ます。このような受講順序を、「パス」と呼びます。 
　複数のパスが利用可能なカリキュラムは、カリキュラムの詳細表示画面にパス名が表示されま
す。パス名をクリックすることでパスの内容を確認することができます。 
　なお、パスはコースの表示順が異なるだけで、どのパスを使ってもカリキュラムの完了要件は変
わりません。 
　マネージャーは、メンバーがどのパスを使って受講しているかを、アナリティクスレポートにて
確認することができます。（「アナリティクス」については「チーム編　2.3 アナリティクス」を
ご参照ください。） 
 

⬅ パスが 1 つしか存在しないカリキュラ
ムの表示

⬅ 複数のパスが利用可能なカリキュラム
の表示 

• 表示されたパス名をクリックして 
内容を確認することができます。 

どのパスを選択しても完了（修了）可能
です。 

受講を開始した後にも、パスを変更する
ことが可能です（「パスをデフォルトと
して設定」で変更できます）。 
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（例）カリキュラム「動画で学ぶ CLARIS FILEMAKER - 基礎編」の「パス」 

（例）「確認テストコース」の構造 

1

「標準コース」：すべてのアクティビティ
動画の視聴と確認テストが順番に表示され
ます。上から順に実施することで、カリキ
ュラムの順序に沿って受講を進めることが
できます。 

2
「動画聴講コース」：すべてのアクティビ
ティ動画が上にまとめて表示され、確認テ
ストはその下にまとめて表示されます。

3
「確認テストコース」：すべての確認テス
トが上にまとめて表示され、アクティビテ
ィ動画はその下にまとめて表示されます 

カリキュラム モジュール コース クラス アクティビティ

動画で学ぶ 
Claris 
FileMaker - 
基礎編

第 1 章　FileMaker 
の概要

基礎編　第 1 章　
確認テスト

（日本語）基礎編　
第 1 章　確認テスト

基礎編　第 1 章　確
認テスト（テスト）

第 2 章 身近なデー
タから始めよう

初級編　第 2 章　
確認テスト

（日本語）初級編 
第 2 章 確認テスト

初級編 第 2 章 確認テ
スト（テスト）

...（略） ...（略） ...（略） ...（略）

終わりに 基礎編　振り返り
テスト

（日本語）基礎編　
振り返りテスト

基礎編　振り返りテス
ト（テスト）

受講後アンケート 基礎編　アンケー
ト

（日本語）基礎編　
アンケート

動画で学ぶ Claris 
FileMaker - 基礎編　
受講後アンケート（調
査）
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2.2. 学習計画を立てる 
　学習計画を立てずにすぐに受講を開始することもできますが、学習計画を立て、受講完了目標
日を設定することにより、Claris アカデミー上で目標日までの残り日数を確認したり、Claris ア
カデミーからリマインドメールを受け取ったりすることができるようになります。 

　計画を立てずに受講を開始する場合は、P10「2.3.　受講登録をする」をご参照ください。 

計画の追加 
　特定のカリキュラムの学習計画は、メインメニューの「計画」画面から追加します。計画に追加
することによって、カリキュラムの進捗を円グラフなどで確認することができるようになります。 

【タイルメニューからの追加】 
1

ラーニングカタログに表示されているタイ
ルの右下をクリックし現れるメニューから
「計画に追加」を選択します。 

2

「計画に追加」ダイアログが表示されま
す。 
カレンダーメニューから目標日を選択し、
「追加」ボタンをクリックします。

3

計画に追加されたカリキュラムはタイル上
にて「割当済み」と表示されます。 

【計画に追加されたカリキュラムの登録】
に進みます。 
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【自分 > 計画メニューからの追加】
1

• 新しいカリキュラムを計画に追加
するには、「ラーニングの追加」
をクリックします。 

• 「外部研修の追加」と「完了済み
コースの追加」は、Claris アカデ
ミーでは使用しません。

2
• 「計画に追加」をクリックしま
す。 

3 計画に追加するカリキュラムを検索
します。 

• 「カタログの検索」にキーワード
を入れて検索すると、タイトル以
外の部分も検索対象になります。 
• 「フィルタ」をクリックすると、
タイトルやコンテンツの対象者な
どを指定して学習コンテンツを検
索することができます。 
• 「適用」をクリックして検索しま
す。

4
• 検索結果の中で、計画に追加した
いものの「選択」（「＋」）をク
リックすると、それが選択結果と
して抽出されます。 
• 「計画に追加」をクリックして、
計画への追加を実行します。 
• 期日は後からでも設定できます。

5
• 確認画面が表示されます。 
• 右下の「OK」をクリックしま
す。
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【計画に追加されたカリキュラムの登録】 
1

• 「計画」画面にて、「進捗」列は
「割当済み」、「アクション」列
のボタンは「登録する」と表示さ
れます。 
• この「計画」のページで「登録す
る」をクリックする、もしくは
「名前」列のカリキュラム名をク
リックし開いたカリキュラムの詳
細ページから「登録」することが
できます。

2
• 受講登録すると「計画」画面で
は、「アクション」列のボタンが
「開始」になります。

3
• 計画に追加すると、受講中のカリ
キュラムの全体の進捗がドーナツ
グラフで、カリキュラム中のコー
スごとの進捗が横棒グラフで確認
できるようになります。 

• カリキュラム受講完了目標日を設
定（次セクション参照）すると、
目標日までの日数が確認できま
す。
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完了目標日の設定 
　カリキュラム完了目標日を設定すると、「計画」画面やカリキュラム詳細画面で目標日までの
残り日数を確認することができます。 
　また、目標日の 15 日前、7 日前、当日、5 日後にリマインドメールを受け取ることができます。 

1 • カリキュラムの受講登録後、「計
画」画面では「アクション」列の
ボタンが「開始」になります。 
• その右のプルダウンメニューから
「期日を変更」をクリックする
と、受講完了目標日を設定するこ
とができます。 
• 現在、受講登録したカリキュラム
が「計画」画面でステータスが
「保留中」のアイテムとして表示
されます。しかし、受講登録が終
わっていれば問題なく受講開始で
きます。

2
• 「期日を変更」をクリックすると
「期日を変更」ダイアログが表示
されます。 
• カレンダーメニューから目標日を
選択し、「追加」ボタンをクリッ
クします。

3
• 「アクションは正常に完了しまし
た。」と表示されたら、右の
「X」をクリックしてダイアログ
を閉じます。

4
• 「計画」画面には、設定した目標
日までの残り日数が表示されるよ
うになります。 

• 受講中に「期日を変更」から目標
日を変更することもできます。
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5
• 目標日の 15 日前、7 日前、当日
になっても受講を完了していない
場合は、リマインドメールが届き
ます。 
• 目標日の 5 日後にも同様のリマ
インドメールが届きます。

6
• 目標日を過ぎると「計画」画面で
「期限切れ」と表示されます。
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2.3. 受講登録する 
　カリキュラムを受講するには、受講登録が必要です。カリキュラムに対して受講登録をすること
により、そのカリキュラムに含まれるすべてのコースに対して自動的に受講登録がされます。 

　受講登録するにはまず、検索やラーニングカタログなどで見つけた学習コンテンツをクリックし
て、カリキュラムの概要を表示します。 
　カリキュラム概要の画面では、次の手順により受講登録をします。 

1

ラーニングカタログに表示されているタイ
ルの右下をクリックし現れるメニューから
「登録する」を選択します。 

2

カリキュラムの詳細画面からも登録が可能
です。 

カリキュラムの概要や内容を確認して、
「登録する」ボタンをクリックします。

3

カリキュラム登録画面が表示されます。
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4
複数のパスが用意されているカリキュラム
では、「パス」にてコースを切り替えるこ
とが可能です。 

「登録を完了」をクリックします。

5

登録されると確認のダイアログが表示され
ます。 

「閉じる」ボタンをクリックしてダイアロ
グを閉じます。

6
登録が完了すると、登録されている電子メ
ールアドレス宛に、受講登録の確認メール
が送信されます。 
なお、マネージャーおよび組織マネージャ
ー（いずれも設定をしている場合）にも同
じメールが送信されます。 

※メールには「受講開始日」が表示されま
せんが、システム上は登録日が「受講開始
日」として設定されます。

Tips： 
　Claris アカデミーからのメールが届かない場合はまず、「迷惑メール」フォルダに入ってい
ないかをご確認ください。 

/ ページ12 37



2.4. 受講する 
　受講登録が完了したら、カリキュラムの中のコースを受講可能になります。次のイメージは、登
録済みのカリキュラム詳細ページです。 
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続行 / 開始 ボタン 

クリックすると 
この完了したコースの
次のアクティビティを 
再生します。

カリキュラム名

カリキュラムの概要説明

レーティング追加・編集

変更履歴 共有
レガシービュー 
P13 参照

操作ボタン 
• 「開始」コースのアクティビテ
ィを直接再生します。 

• 「表示」コースのアクティビテ
ィの状況を表示します。 

「表示」ボタンは次のコースに表
示されます。 
• 完了（合格）したコース 
• 完了していないコースで、複数
のアクティビティを含むもの 

操作ボタンの右にプルダウンメニ
ューのボタンが表示されているも
のは、プルダウンメニューから、
「表示」（操作ボタンが「開始」
のもの）、コースの「取消」を選
択することができます。

進捗履歴
受講状況 
完了したコースは「合格」と表示されます。

コースの情報

カリキュラムの受講ステータス



　カリキュラム詳細ページでコース名をクリックすると、コース詳細ページに移動します。次のイ
メージは、コース詳細ページです。コース詳細ページでは、そのコースに属するクラスの情報も同
時に表示されます 

/ ページ14 37

続行 / 開始 ボタン 

クリックすると 
このクラス内の次の 
アクティビティを 
再生します。

カリキュラム概要
へ戻る

このクラスに
関する情報

このクラスが属する
コースに関する情報

受講取り消しボタン

このクラスに登録されている 
アクティビティ（ここでは動画）
の一覧 

各アクティビティの横の「開始」
をクリックすると、動画の再生
画面に遷移します。 
完了したアクティビティも「結果
の表示」の右のボタンから再度
視聴することができます。

このコースが属する
カリキュラム

レーティング追加・編集 
（本コース完了後に評価可能）

変更履歴 共有

このコースで学習できる
内容の説明



　カリキュラム詳細ページ上部にある「レガシービュー」をクリックすることで、アップデート以
前のビューに表示を切り替えることも可能です。 
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左から 
• レーティング追加・編集（本カリキュラム完了後に評価可能）  
• ブックマーク追加 
• タグ追加 
• 他のユーザと共有

コースの情報

受講状況 

完了したコースは「合格」と表示されます。

操作ボタン 

• 「開始」ーそのコースのアクティビティ
を直接再生します。 

• 「概略の表示」ーそのコースのアクティ
ビティの状況を表示します。 

•
「概略の表示」ボタンは次のコースに表示
されます。 
• 完了（合格）したコース 
• 完了していないコースで、複数のアクテ
ィビティを含むもの 

操作ボタンの右にプルダウンメニューのボ
タンが表示されているものは、プルダウン
メニューから、「概略の表示」（操作ボタ
ンが「開始」のもの）、コースの「キャン
セル」を選択することができます。

カリキュラムの
受講ステータス



動画の再生 
　クラスのアクティビティが動画の場合、いろいろな方法で再生することができます。 
各画面に表示される「続行」や「開始」ボタンをクリックすることで動画が再生され、クラスに
複数の動画（アクティビティ）が関連づけられている場合は、連続して再生することもできます。 
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カリキュラム詳細ページ

コース詳細ページ

「完了済み」になっていない
動画がある場合は、クラス上部
に表示されている「続行」ボタ
ンで次の動画が実行されます

各動画（アクティビティ）の
横に表示される「開始」ボタ
ンから再生できます

「完了済み」になっていない
動画がある場合は、クラス上部
に表示されている「開始」ボタ
ンで次の動画が実行されます

各動画（アクティビティ）の
横に表示される「開始」ボタ
ンから再生できます



 

1 • アクティビティの「開始」ボタ
ンをクリックして動画を再生し
ます。 
• 「続行」ボタン（上の図を参照)
からも再生することができま
す。

2 動画再生画面です。 

• 右下のボタン群で、再生速度、
再生品質、全画面表示、ワイド
表示の設定ができます。 
• 左下で音量の調節ができます。 
• この画面を終了するには、右上
の「X」ボタンをクリックしま
す。 

• 動画は一回視聴した後でも、何
度でも再生できます。

3 • 動画の再生画面を終了したと
き、他のアクティビティ（動
画）がある場合は左側にリスト
が表示されます。このリストか
ら動画を選んで再生することが
できます。 
• クラス（コース）の画面に戻る
には、右上の「クラスに移動」
をクリックします。

4 • 視聴を完了した動画の横には
「結果の表示」ボタンが表示さ
れます。 
• 「結果の表示」ボタンをクリッ
クすると、動画の再生時間や再
生回数などの情報が表示されま
す（「スコアカード」について
は後述いたします）。 

5 • クラス内のすべてのアクティビ
ティが完了すると、コース情報
の下に「合格」と表示されま
す。 

• 画面左上の「戻る」をクリック
してカリキュラム詳細ページに
戻り、次のコースに進んでくだ
さい。
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コース完了後のコース詳細画面 

 

注意： 
　Claris アカデミーでは、各動画を標準速度で再生したときの全再生時間の 60 ～ 70 % の時
間を視聴した場合に、その動画の視聴を「完了」したと判定しています。 
　したがって、動画を 2 倍速で視聴した場合など、規定の再生時間に達しない場合には、アク
ティビティが「完了」にならない場合があります。その場合は、再度動画を再生してください
（全部再生する必要はありません）。 

　また、コースの最後の動画を視聴し終わったとき、コース情報の下に「合格」が表示されてい
ても、動画に「完了済み」と表示されない場合があります。その場合は、他のページに遷移し
てから戻るなど、ページのリフレッシュをお試しください。 
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全てのアクティビティを実行した後は、
ボタンの表示が「開始」になります。 
「開始」をクリックすると確認ダイアログ
が現れますので、「再実行」から再度動画
を再生してください。 
（Clarisアカデミーでは「再取得」ボタン
は使用しません。）

動画（アクティビティ）の横に表示さ
れる「結果の表示」ボタン横をプルダウ
ンして表示される「再実行」からも再生
できます。



ブックマーク 
学習コンテンツにブックマークをつけることができます。ブックマークは「コレクション」に 
格納され、ブックマークをつけたコンテンツに素早くアクセスすることができます。 
1

カリキュラム名の横にある 
「　」をクリックすると出てくるメニュー
「ブックマーク」をクリックして任意のコ
レクションフォルダを選択、もしくは「新
しいコレクション」を作成してください。 

2
同様の方法にてコースをブックマークする
こともできます。 
（「　」をクリックすると出てくるメニュ
ー「ブックマーク」をクリックして任意の
コレクションフォルダを選択、もしくは
「新しいコレクション」を作成）

3
「コレクション」をクリックすると 
ブックマークしたコンテンツ一覧が表示さ
れます。 

作成されたフォルダが空（ブックマークに
活用されていない）場合はコレクションに
は表示されません。

4 「すべてのコレクションを表示」または 
メインメニューの「自分」→「コレクショ
ン」から作成したコレクションを一覧表示
することができます。こちらからコレクシ
ョンの名前の編集やブックマークしたコン
テンツの管理をすることができます。 

一度作成されたフォルダの削除はできない
ため、使用しなくなったフォルダは名前を
付け直して再利用するなどしてご活用くだ
さい。 
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タグ 
「タグ」も「ブックマーク」と同様、学習コンテンツに追加することができます。 
学習中に気になったキーワードなどをコンテンツにタグ付けしておくことにより、関連したコン
テンツに素早くアクセスすることが可能です。 
 
1

カリキュラム名の横にある「　」をクリッ
クすると出てくるメニュー「タグ」を選択
し、表示されるウインドウ内の「+タグ」
をクリックするとタグ名を入力するウイン
ドウに切り替わりますので、任意のキーワ
ードを入力し「 　 　」で確定します。 

2
コースをタグ付けすることもできます。 
「　」をクリックして「タグ」を選択し、
出てきたウインドウの「+タグ」をクリッ
クして任意のキーワードをつけます。 
また、すでにタグ付けされたキーワード
は、最初の1、2文字を入力するとリスト
に表示されますので、そこから選択するこ
ともできます。 

3
タグをクリックすると、同じタグが付けら
れたコンテンツが一覧となって表示されま
す。 

※カリキュラム中のコースは、つけられた
タグを使った詳細検索はできません。

4
付けたタグが集められた「マイタグ」が画
面右上に表示されますので、その中から別
のタグに移動することができます。 

「マイタグ」に表示されたタグはアクセス
された回数が多くなったものほど大きく表
示されます。 
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←　  タグをクリック



確認テスト 
　Claris アカデミーのカリキュラムには、学習の理解度を客観的に確認するための「確認テス
ト」が用意されています 。 1

　確認テストでは、必ず出題される重要な設問に加え、多数の設問の中からランダムに一定数が
出題されます。確認テストは、前回の結果が合格／不合格にかかわらず、何度でも実行することが
できまので、合格した後も、違う設問でさらに力試しをしてみてください。 
　なお、確認テストに回答する時間の制限はありません。 

1 確認テストは、ポップアップウィンドウに
表示されます。 

• 「開始」ボタンをクリックしてテストを
開始してください。 

• 「終了」ボタンをクリックすると、テス
トの途中でも終了することができます。

2
• 画面右上に電球マークがついている設問
は、ヒントが用意されています。電球マ
ークをクリックすると、設問の下にヒ
ントが表示されます。 

• 回答したら、右下の「＞」マークで次の
設問に進んでください。

3
• 画面右上のしおりマークをクリックする
と、現在の設問をブックマークすること
ができます。 
• ブックマークした設問は、「質問リス
ト」で確認することができます。

 一部のカリキュラムを除きます。1
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4
・コメント欄がある設問については、設問
（質問文、選択肢など）に関するコメント
があれば記載してください。

5 「質問リスト」画面です。 

• 回答済みの設問は緑のマーク、未回答の
設問は赤いマークが付きます。 
• ブックマークを付けた設問は、右端のし
おりマークが青くなります。 

• 「閉じる」ボタンをクリックすると、
「質問リスト」を開く前に表示していた
設問に戻ります。「終了」をクリックす
ると確認テストが終了します。

6
• 最後の設問画面で「＞」マークをクリッ
クすると、終了画面が表示されます。 

• 「送信」ボタンをクリックすると、採
点が実行されます。 
• 「終了」ボタンをクリックすると、採
点されません。 
• 「＜」ボタンで前の設問に戻ることもで
きます。

7
• 未回答の設問がある場合、終了画面に
未回答数が表示されます。 

• 「送信」ボタンをクリックすると、こ
のまま採点が実行されます。 
• 「終了」ボタンをクリックすると、採
点されません。 
• 「＜」ボタンで前の設問に戻ることもで
きます。
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8 スコアと結果が表示されます。 

• テストのステータスは、合格（スコアが
冒頭表示の合格点以上）の場合は「成
功」と表示されます。 
• 成功／不成功に関わらず、右下の「レビ
ュー」ボタンから解答を確認すること
ができます。 
• 「終了」をクリックすると、ポップアッ
プウインドウが消えてコース画面に戻り
ます。

9
• テストのステータスは、不合格（スコア
が冒頭表示の合格点以下）の場合は
「失敗」と表示されます。 
• 成功／不成功に関わらず、右下の「レビ
ュー」ボタンから解答を確認すること
ができます。 
• 「終了」をクリックすると、ポップアッ
プウインドウが消えてコース画面に戻り
ます。

10 レビュー画面です。 

• 設問ごとに、自分の回答と正答とを確認
することができます。 
• フィードバック（解説）が付いている設
問は、設問の下に表示されます。 

11
• 確認テストが「成功」で終了すると、ア
クティビティに「完了済み」と表示され
ます。また、コース名の下に「合格」と
表示されます。 

/ ページ23 37



12 • 合格後、確認テストを再度実行するに
は、アクティビティの「結果の表示」ボ
タンの右のプルダウンメニューから「再
実行」を選択するか、左上の「開始」
ボタンをクリックした後に「再実行」
を選択します。 

• 一度合格した後に実行した確認テストで
「失敗」になっても、コースの「合格」
ステータスは変わりません。

13
• 確認テストが「失敗」で終了すると、ア
クティビティに「不合格で完了」と表示
されます。また、コース名の下の表示は
「進行中」のまま変わりません。 

• 確認テストを再度実行するには、アクテ
ィビティの「結果の表示」ボタンの右の
プルダウンメニューから「再実行」を選
択します。

注意： 
　確認テストはポップアップウインドウにて表示されます。ブラウザの設定でポップアップブロ
ックをしている場合は表示されませんので、ポップアップブロックを許可してください。 
　また、マルチディスプレイ環境（外付けディスプレイを利用）の場合は、ポップアップウイン
ドウは他のディスプレイに表示されることがあります。 
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スコアカード 
　クラス内のアクティビティである動画の視聴を完了したり、確認テストを実行すると、アクティ
ビティの横に表示されているボタン「結果の表示」から、動画の再生時間、再生回数などの履歴
や、確認テストの結果を確認することができます。 

 

 

アクティビティ実行後、「結果の表
示」をクリックすると「スコアカー
ド」が現れます。 

アクティビティが「動画」のスコアカード
動画を再生した時間が表示されます。 

所要時間＝視聴した延べ時間 
視聴時間＝動画自体の長さ

アクティビティが「確認テスト」のスコアカード

Saba Exam： 
実行履歴の統計を表示 

default： 
テストの試行内容の詳
細を表示
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日付：上段）テスト最終実行日 
　　　下段）テスト初回実行日

この例の「Saba Exam」のステータスは 
「合格」になっています。 
これはテストに合格した結果が表示され
ています。 
スコアも合格した際の点数が表示されて
います。

所要時間： 
最後に受けたテストにかかった時間

この例の「default」のステータスは 
「不合格」となっています。 
これは最後に行ったテストの結果が表示
されています。 
スコアも最後のテストの点数が表示され
ています。



Saba Exam の行の「表示」ボタンを押す
と、統計情報を見ることができます。 
プルダウンから履歴を閲覧できます。

Default の行の「表示ボタン」を押すと、 
実行したテストの内容が確認できます。 
プルダウンで他の結果に切り替えることがで
きます。 

（「所要時間」の欄はClarisアカデミーでは 
使用していません）
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レーティングとコメント 
　動画の視聴や確認テストを完了した後は、星マークをクリックして評価をお願いします。 
コメントを残すこともできますので、ぜひご利用ください。 
 

画面右上の、5つ並んでいる星をクリックす
ると、レーティングとコメントを入力するた
めのウインドウがでてきます。 

星とコメントを入力し「保存」すると 
画面下部の「レーティングとコメント」欄に 
反映されます。 

星が白抜きであったり画面下部に「レーティ
ングとコメント」項目がない場合は、初めて
の評価となります。 

ぜひ星をクリックしてコメントを入力してく
ださい。 
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星をクリックすると 
ウインドウが出てきます

「レーティングとコメント」 
項目がありません



アンケート 
　カリキュラムにアンケートが含まれている場合は、回答することがカリキュラムの修了要件に
なっていることがあります。 
　1回しか回答できないアンケートが修了要件の場合は、アンケートの途中で「終了」をクリック
すると、再度アンケートに回答することができなくなり、カリキュラムを完了することができま
せん。 
　カリキュラムの他のコースを受講し終わりましたら、内容向上のためにも、ぜひアンケートに
ご回答ください。 

1
• アクティビティの「開始」をクリックし
てアンケートを開始します。 

• アンケートの回答が 1 回しかできない
場合は、アクティビティの下にその旨表
示されます。 

2
• 1 回しか回答できないアンケートは、
「残りの試行回数の確認」ダイアログが
表示されます。 

• 「続行」をクリックして進んでくださ
い。 
• アンケート画面はポップアップウィンド
ウで表示されます。 

3 • アンケート画面はポップアップウィンド
ウで表示されます。 

• 「開始」をクリックして進んでくださ
い。 

• ここで「終了」をクリックすると、ア
ンケートが終了します。1回しか回答で
きないアンケートの場合は、この後、
再度アンケートに回答することはでき
ません。
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4
• 質問に回答したら、「次へ」をクリッ
クしてください。 

• 次の質問に進むと、前の質問には戻れ
ません。

5
• 必須回答の質問は、質問冒頭に星マーク
がついています。

6
• 最後の質問に回答すると、アンケート
の送信画面になります。右下の「送信」
ボタンをクリックしてください。

7
• アンケート送信後の画面で、「終了」ボ
タンをクリックしてください。 
アンケートのポップアップウィンドウが
消えて、コース詳細画面に戻ります。
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8
• アンケートを終了すると、アクティビテ
ィは「完了済み」になります。また、コ
ース名の下に「合格」と表示されます。 

• アンケートは「結果の表示」をクリッ
クしてもデータは表示されません。 

• 「開始」をクリックしても、再度の回答
はできません。

注意： 
　「アンケート」も「確認テスト」同様、ポップアップウインドウに表示されます。ブラウザ
の設定でポップアップブロックをしている場合は表示されませんので、ポップアップブロックを
許可してください。 
　また、マルチディスプレイ環境（外付けディスプレイを利用）の場合は、ポップアップウイン
ドウが他のディスプレイに表示されることがあります。 
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修了認定書の取得 
　カリキュラム内のすべてのコース（確認テスト、アンケートを含む）を「合格」すると、修了認
定証がダウンロードできるようになります。 
 
1

• すべてのコース（確認テスト、アンケー
ト含む）の受講が終了すると、カリキュ
ラム修了認定書を Web ブラウザで表示
できるようになります。

2
• カリキュラムまたはコースを修了する
と、登録されている電子メールアドレス
宛に、電子メールが送信されます。 

• マネージャー（上司）や組織マネージャ
ーが登録されていると、その人たちにも
同じメールが送信されます。

3
• 修了認定書の印刷は、Web ブラウザの
印刷機能を使用してください。 
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リワード（バッジ） 
　カリキュラム、資格認定、コースを修了すると、バッジを獲得することができます。 
　獲得したバッジは、メインメニューの「自分」から「リワード」を選択して「マイ リワード」
のページで確認することができます。組織やチームで学習を進めている場合は、組織あるいはチー
ム全体のバッジ獲得数や、組織あるいはチームの中での自分の獲得順位を確認することができま
す。 

　バッジを獲得できるカリキュラム、資格認定、コースは、それぞれの詳細画面で確認すること
ができます。 
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注意： 
　リワードは 2023 年 4 月から Claris アカデミーに新規導入されたサービスで、2023 年 4 月
以降に対象カリキュラム、コース、資格認定を修了した場合にバッジを獲得することができます。
サービス導入以前に修了したカリキュラムについて、遡ってバッジを獲得することはできませ
ん。 
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2.5. 受講をキャンセルする 
　Claris アカデミーでは、カリキュラムの受講登録をすると、そのカリキュラム内のすべてのコー
スに対して自動的に受講登録がされます。 
　一方、受講をキャンセルする場合は、カリキュラムのキャンセルしてもそのカリキュラム内の
コースはキャンセルされません。カリキュラム全体をキャンセルする場合は、カリキュラムだけで
なく一つ一つのコースに対してもキャンセル操作をする必要があります。 
 
1

• 登録したカリキュラム内のコースを一括
してキャンセルすることはできません。 
• 未受講のコースは、キャンセルすること
ができます。 

• コースをキャンセルするには、コース名
の行の一番右端のプルダウンメニューか
ら「取消」を選択します。

2
• キャンセルの確認画面が出たら、「取
消」をクリックします。

3
• 「変更管理の注釈」ダイアログが出るの
で、キャンセルの理由を入力してくださ
い。
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4 • コースがキャンセルされると、コース名
の右に「登録保留」と表示されます。 

• このコースを再度受講登録するには、カ
リキュラムの「登録する」ボタンをクリ
ックします。 
• カリキュラムの「登録する」ボタンをク
リックすると、通常のカリキュラム登録
時と同じダイアログが出て登録が完了し
ますが、登録確認メールは送信されませ
ん。

5
• コースの詳細画面で「取消」ボタンをク
リックすることによってキャンセルする
こともできます。 

6
• コースの詳細画面で「取消」ボタンをク
リックすると「このオーダーをキャンセ
ル」ダイアログが出ます。 
• キャンセルするには「はい」をクリック
します。

7
• 「変更管理」ダイアログが出るので、キ
ャンセルの理由を入力してください。
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8
• コースをキャンセルが成功すると、コー
スの詳細画面上部に「このコースに直接
登録できません」と表示されます。 

• なお、この表示を「x」をクリックして
消した後、「開始」をクリックする
と、アクティビティ（動画）が実行され
ると同時に、再びコースの受講登録がさ
れます。
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FAQ 

Q1 受講登録しても完了メールが届かないのですが

Clarisアカデミーからのメールが迷惑ボックスに入っていないかご確認ください。 
（2.3. 受講登録する）

Q2 動画を観終わっても「完了済み」になりません

Claris アカデミーでは、各動画を標準速度で再生したときの時間の 60 ～ 70 % の時間
を視聴した場合に、その動画の視聴を「完了」したと判定しています。したがって、動
画を 2 倍速で視聴した場合など、規定の再生時間に達しない場合には、アクティビティ
が「完了」になりません。その場合は、再度動画を再生してください。 
また、動画を視聴し終わった後は、動画再生画面の右上の「X」ボタンをクリックして
終了しないと「完了」になりません。 
なお、コースの最後の動画を視聴し終わったとき、コース情報の下に「合格」が表示さ
れていても、動画に「完了済み」と表示されない場合があります。その場合は、他のペ
ージに遷移してから戻るなど、ページのリフレッシュをお試しください。（2.4.受講す
る「動画の再生」）

Q3 カリキュラム中のコースにつけたタグ名で、検索ウインドウ横にある「詳細検索」> 「タグ名」
で検索を実行しても、結果が表示されません
カリキュラム中のコースはタグを付けても、そのタグを使っての詳細検索はできません。（2.4.
受講する「タグ」）

Q4 コース詳細画面に「レーティングとコメント」がみあたりません

ありがとうございます、初の評価者です！評価をつけていただくことで現れますので、ぜひ星を
スライドして評価をお願いいたします。（2.4. 受講する「レーティングとコメント」）

Q5 「確認テスト」や「アンケート」の画面が表示されません

ポップアップウインドウにて表示されますので、ブラウザの設定でポップアップブロッ
クをしている場合はポップアップブロックを許可してください。 
　また、マルチディスプレイ環境（外付けディスプレイを利用）の場合は、ポップアッ
プウインドウは他のディスプレイに表示されることがあります。（2.4. 受講する「確認
テスト」/「アンケート」）

Q6 「アンケート」は必須ですか？

カリキュラムにアンケートが含まれている場合は、回答することがカリキュラムの修了
要件になっていることがあります。学習コンテンツ内容や Claris アカデミーのサービ
ス向上のためにも、ぜひアンケートにご回答ください。 
なお、1 回しか回答できないアンケートが修了要件の場合は、アンケートの途中で「終
了」をクリックすると、再度アンケートに回答することができなくなり、カリキュラム
を完了することができません。（2.4.受講する「 アンケート」） 
アンケートの途中でうっかり「終了」をクリックしてしまった場合は、お問い合わせ窓
口までご連絡ください。
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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。 

 
 

 

CAJ03V3R2

「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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