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1 このマニュアルについて 

このマニュアルでは、SafetyPlusの受講者向け機能を使用する方法について説明します。 

 

2 動作環境 

(1) ハードウェア 

 ディスプレイ解像度 1024×768以上、High Color (65536色) 以上 

(2) ソフトウェア 

対応 OS 

 Microsoft Windows 10、8.1 または Mac OS 10.14（Mojave）以上（クライアント版のみ）。 

 スマートフォン/タブレットを使用する場合は、iOS 10.0以上または Android OS 8.0以上 

 Android 8.0以上または iOSをご利用の場合、動画の閲覧は可能ですが、字幕は表示されません。 

 Androidでは OSのバージョンだけでなくご利用機種によっては一部の機能が完全に使用できない場

合があるため、動画が閲覧できないことがあります。 

対応ブラウザ 

 Google Chrome推奨。 

 Internet Explorer 11 で閲覧する場合、Windows 7 またはそれ以前のバージョンの Windowsと、

Windows Server 上では、Flash モードでの再生が優先されます。Flash Player のサポートは 

2020 年 12 月末で終了していることにご注意ください。HTML 5 モードで再生できる環境で閲覧

をお勧めします。 

アドイン 

 Cookie、JavaScriptを有効に設定してください。 

(3) インターネット接続速度 

 1.5Mbps以上の接続環境（ブロードバンド以上を推奨） 
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注意事項 

 インターネット接続によるサービスを提供しています。動作環境としては、サポート対象のインター

ネットブラウザが使用できる環境であれば動作いたします。 

 IPアドレスとパスワードと施設コードによってユーザーと施設の判別をしています。 

 

3 受講者が利用できる機能 

SafetyPlusの受講用アカウント（施設管理者以外の権限）で利用できる機能は次の通りです。 

事例・動画講義シリーズ*1 

メニュー 概要 

ホーム  

ダッシュボード 
お知らせ、課題進捗状況、進行中の課題とアンケートへのリンク、自己学習記録と受講証明書への

リンクなど、学習状況と今すべきことの概要が表示されます。 

受講ツール  

コース一覧 事例・動画講義シリーズのコースの一覧が表示されます 

課題 自身が対象となっている事例・動画講義シリーズの課題の一覧を閲覧し、受講できます。 

アンケート一覧 自身が対象となっているアンケートの一覧を閲覧し、回答できます。 

レポート（受講ツール以下）  

課題レポート 事例・動画講義シリーズの課題のレポートを確認したり、ダウンロードしたりできます。 

コンテンツレポート 
事例・動画講義シリーズの学習の記録を確認できます。コースごとに、コンテンツへのアクセス状

況を確認できます。 

アンケートレポート 自身が回答したアンケートのレポートを確認したり、ダウンロードしたりできます。 

リンク/RSS 

（利用できる場合） 

 

リンク および RSS 
所属施設によりリンクまたは/および RSSが設定されている場合、該当のリンクや RSSにアクセス

できます。 

利用ガイド  

利用ガイド SafetyPlusを利用するための各種の利用ガイドを確認できます 

基礎シリーズ*2  

基礎シリーズ 基礎シリーズに移動します 

*1「事例・動画講義シリーズ」は、従来の「SafetyPlus」の名称を変更したものです。 

*2 「基礎シリーズ」の機能および「基礎シリーズ」に移動するためのメニューは近日提供開始予定

です。 
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基礎シリーズ*3*4 

メニュー 概要 

ホーム  

ダッシュボード 
全体の進捗状況、課題進捗状況、進行中の課題へのリンク、受講証明書へのリンクなど、学習状況

と今すべきことの概要が表示されます。 

コンテンツに関するメニュー  

イントロダクション 基礎シリーズの学習内容について概要を紹介する動画を視聴できます。 

必修編 基礎シリーズ「必修編」のコースが一覧表示されます。 

基本編 基礎シリーズ「基本編」のコースが一覧表示されます。 

実践編 基礎シリーズ「実践編」のコースが一覧表示されます。 

課題  

課題 基礎シリーズの課題一覧画面に移動し、課題の状況を確認したり課題を実施したりできます。 

お気に入り  

お気に入り 基礎シリーズの「お気に入り」のコースを管理できます。 

レポート  

コンテンツレポート 
基礎シリーズの学習の記録を確認できます。コースと演習ごとに、コンテンツへのアクセス状況を

確認できます。 

課題レポート 基礎シリーズの課題のレポートを確認したり、ダウンロードしたりできます。 

使い方  

使い方 基礎シリーズの使い方（概要）を紹介する動画を視聴できます。 

*3 「基礎シリーズ」は受講専用の機能です。施設管理者の権限では利用できません。  

*4 「基礎シリーズ」の機能および「基礎シリーズ」に移動するためのメニューは近日提供開始予定

です。 

 

4 ログイン 

SafetyPlusでは、次の方法でログインする必要があります。 

 ログイン方式: パスワード認証 

ユーザー名、パスワード、施設コードを入力することにより、ログインする方法です。 

(1) ログインの手順 

1. ブラウザで「safetyplus.jp」にアクセスします。 

 画面中央に表示されるログインエリアに、ユーザー名、パスワード、施設コードを入力し、「ログ

イン」ボタンを押します。 
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 「施設コードを保存する」にチェックすると、入力した施設コードが次回以降ログイン画面に表

示されます。 

 

2. 施設によっては、セキュリティ上の理由から定期的にログインパスワードの変更を要求されます。 

 パスワード変更を要求された場合は、現在のパスワード、新しいパスワード、確認用の新しいパ

スワードを入力します。 

 

 

3. 受講者権限でログインすると、「事例・動画講義シリーズ」の受講者用ダッシュボードが表示されま

す。 
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「事例・動画講義シリーズ」のコースや課題にアクセスしたり学習記録を確認したりする場合、アン

ケートに回答する場合、お知らせを確認する場合、リンク/RSSを確認する場合は、この画面から目的

の操作を行います。 

4. 「基礎シリーズ」のコースや課題にアクセスしたり学習記録を確認する場合は、画面左側に表示され

るメニューから「基礎シリーズ」を選択します。* 

*「基礎シリーズ」の機能および「基礎シリーズ」に移動するためのメニューは近日提供開始予定です。 
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5. 「基礎シリーズ」から「事例・動画講義シリーズ」に移動するには、画面左側に表示されるメニュー

から「事例・動画講義シリーズ」を選択します。 

 

(2) パスワードとメールアドレスの変更 

画面右上に表示されている名前を押すと、パスワードおよびメールアドレスを変更できます。 
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(3) アカウントのロックについて 

ユーザー名、パスワード、施設コードの正しい組み合わせを入力しないとエラーとなり、ログインできませ

ん。一定の回数（通常では 5回）以上エラーになると、アカウントがロックされます。 

アカウントがロックされた場合は、30分程度待ってから再度お試しください。 

(4) パスワードを忘れた場合 

SafetyPlus では、受講者によるパスワードリセットはできません。パスワードを忘れた場合は、施設管理

者にお問い合わせください。 

(5) コンテンツのセッション時間について 

2時間以上操作をしないとセッション切れとなり、再度ログインが必要になります。 
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5 「事例・動画講義シリーズ」と「基礎シリーズ」について 

SafetyPlusには、学習内容や学習方法が異なる 2つのシリーズがあります。 

「事例・動画講義シリーズ」 

従来の「SafetyPlus」の名称を変更したもので、実際に医療機関で起きた事例や、動画講義を中心としたコ

ンテンツで構成されるシリーズです。コンテンツは「コース」として提供され、受講者は自発的に学習を進

めたり（自己学習）、施設が設定した課題を実施することで学習したりできます。 

「基礎シリーズ」 

医療安全に関する基本的な知識やテクニックを学ぶためのコンテンツで構成されるシリーズです。コンテ

ンツには「コース」および「演習」の 2種類があります。「事例・動画講義シリーズ」と同様に、受講者は

自己学習と課題のどちらの方法でも学習を進められますが、「演習」には施設によって設定された課題から

のみアクセスできます。 

(1) シリーズの切り替え 

受講する内容に応じて「事例・動画講義シリーズ」または「基礎シリーズ」の画面に切り替え、各コンテン

ツにアクセスします。シリーズの切り替えは、画面左側に表示されるメニューから行います。 

ただし、「アンケート」、「お知らせ」、「リンク/RSS」については、「事例・動画講義シリーズ」の画面からの

みアクセスできます。 
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基礎シリーズの画面は受講専用の画面になっているため、施設管理者権限のユーザーには基礎シリーズに

切り替えるためのメニューは表示されません。 

(2) 2つのシリーズで共通する操作 

事例・動画講義シリーズと基礎シリーズには、共通する操作方法が多くあります。その一部を紹介します。 

 

① メニューの折りたたみ 

メニュー上部に表示されている 3 本線を押すと、メニューを折りたたんでブラウザの幅いっぱいにページ

の内容を表示できます。 

メニューを再び表示するには、3本線を再度押します。 

 

② 動画の再生操作 
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動画の再生時には、ご使用の接続回線に適した解像度が自動的に選択されます。動画再生中に歯車の形のア

イコンを押すと、再生に使用する解像度を選択できます。 

注意:  

 使用するデバイスやブラウザの環境によっては、解像度の選択ができない場合があります。その場合

は、解像度のオプションが表示されません。 

 高解像度を選択しても、ご使用の回線での接続状況によっては指定の解像度で再生できない場合があ

ります。 

 

③ テスト 

各コースには、テストのセクションが含まれます。 

コースを受講完了するには、「評価テスト」に合格する必要があります。テストの合格点はコースごとに設

定されており、テスト結果が合格点に達しない場合は、合格点に達するまで繰り返し受講を求められます。 
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④ 自己学習と課題について 

SafetyPlusのコースの受講には、「自己学習」と「課題」２通りの方法があります。 

「自己学習」は、受講者自身がコース一覧やコース検索から受講するコースを選択し、自発的に学習を進め

る方法です。レポートには「自己学習」と表示されます。 

「課題」では、施設で管理権限を持つユーザー（指導者以上のユーザー）によって、特定の期間に特定のコ

ースを受講することが課されます。課題が割り当てられている場合、その課題に含まれるコースを課題期間

中に受講すると、課題の学習として記録されます。レポートには、その課題の名前が表示されます。 

あるコース（例えば「コース A」とします）を自己学習で受講して「完了」の状況になった場合でも、後日

そのコースが課題として割り当てられた場合、その課題の学習として「コース A」を再度受講する必要があ

ります。ただし、課題の設定によっては、以前に行った自己学習の記録が課題の実施記録として取り込まれ

る場合があります。 
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その課題でコースを受講する必要があるかどうかは、「課題詳細」画面で各コースの状況を調べることで判

断できます。コースの状況が「完了」になっていない場合は、受講が必要です。 

 

⑤ コースの受講状況について 

ダッシュボードやコース一覧、レポートなどに表示されるコース受講状況は、次の状態を示します。 

受講状況 説明 

未受講 まだコースにアクセスしていない状態 

受講中 コースにアクセスしたが、評価テストのセクションまで到達していない状態 

テスト中 テストを開始したが、合格していない状態 

完了 テストに合格し、受講を終了した状態 

未完了 テストを実施せずに課題が期限切れになった状態 

テスト未完了 テストに合格せずに課題が期限切れになった状態 

なお、事例・動画講義シリーズの「コース一覧」画面では、課題での受講状況が優先して表示されます。た

とえば、あるコースを自己学習で受講完了している場合でも、課題でそのコースを未受講の場合は、コース

一覧画面には「未受講」と表示されます。 
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6 「事例・動画講義シリーズ」の受講方法 

ここでは、「事例・動画講義シリーズ」のコンテンツにアクセスし、受講する方法を説明します。 

 

(1) ダッシュボード（ログイン後の画面）の構成 

ログインすると表示される画面を、事例・動画講義シリーズの「ダッシュボード」と呼びます。この画面は、

事例・動画講義シリーズのメニューから「ホーム」を選択したときにも表示されます。 

事例・動画講義シリーズのダッシュボードは、7つのエリアから構成されています。課題の割り当て状況や

自己学習の実施状況によって、表示される内容は変わります。 

 

①  メニューが表示されるエリアです。ログインするユーザーの権限に応じて、表示されるメニュ

① 
② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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ーは異なります。 

②  コースを検索したり、パスワードとメールアドレスを変更したり、ログアウトするためのエリ

アです。また、SafetyPlusに関するフィードバックを送ったり、よくある質問とその答えを参

照したりするためのリンクもあります。 

③  エルゼビアからのお知らせ、施設からのお知らせがこのエリアに表示されます。このエリアに

は最新のお知らせが 3つまで表示され、「すべてを見る」を押すと、現在閲覧できるお知らせが

すべて表示されます。 

④  事例・動画講義シリーズでこれまでに発行された受講証明書の数が表示されます。「コンテンツ

レポートで詳細を見る」を押すと、受講者のコンテンツレポートに移動し、受講状況の詳細を

確認したり、これまでに取得した受講証明書をダウンロードしたりできます。 

詳細については、「(6)受講証明書」を参照してください。 

なお、基礎シリーズで取得した受講証明書は、ここには含まれません。 

⑤  事例・動画講義シリーズの課題について、これまでに割り当てられた課題の実施状況と、現在

進行中の課題の概要が表示されます。このエリアから課題にアクセスして各コースを受講した

り、課題に関連付けられたアンケートに回答したり、これまでの課題の実施状況を確認したり

できます。 

詳細については、「(5)課題の状況確認と受講方法」を参照してください。 

⑥  アンケートが表示されるエリアです。アンケートの名前、期間、および回答状況が表示されま

す。このエリアには、課題と関連付けられているアンケートは表示されません。 

このエリアからアンケートにアクセスして回答したり、これまでのアンケートへの回答状況を

確認したりできます。 

詳細については、「7アンケート」を参照してください。 

⑦  自己学習として受講した事例・動画講義シリーズコースについて、コースの名前、最終アクセ

ス日、点数、完了状況が表示されます。このエリアから、受講中のコースに再度アクセスして

受講を続けたり、これまでに実施した自己学習の記録を確認したりできます。 

詳細については、「(4)自己学習記録の確認」を参照してください。 

 

(2) コースを探す 

事例・動画講義シリーズでは、次のいくつかの方法でコースを探すことができます。 

① 「コース一覧」画面 
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「受講ツール」メニューから「コース一覧」を選択すると、「コース一覧」画面にコースの一覧が表示され

ます。 

コース名 コースの名前が表示されます。 

カテゴリー コースが属するカテゴリー名が表示されます。 

コース ID コースに割り当てられた IDが表示されます。 

状況 コースの受講状況が表示されます。 

最終アクセス日 コースに最後にアクセスした日付（テストを実施した日付）が表示されます。 

操作 「受講」ボタンを押すとコースの受講を開始します。 

 

画面上部で、カテゴリーごとにコース一覧を絞り込むこともできます。また、一覧の右下に表示されている

件数表示のプルダウンを選択することにより、一覧表示するコースの数を変更できます。 

なお、「コース一覧」画面では、課題での受講状況が優先して表示されます。たとえば、あるコースを自己

学習で受講完了している場合でも、課題でそのコースを未受講の場合は、コース一覧画面には「未受講」と

表示されます。 

 

② キーワードで検索する 

画面上部にある「コースの検索」ボックスを使うと、キーワードに関連するコースを検索できます。 
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1. 「コースの検索」ボックス内をクリックまたはタップし、キーワードを入力します。 

2. Enterキーを押すか、虫眼鏡のアイコンを押します。 

入力したキーワードに関連するコースが表示されます。 

 

(3) コースの受講方法 

① 受講開始 

コースを受講するには、コース一覧や課題詳細画面などに表示されるコースの「受講」ボタンを押します。 
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なお、課題に設定されたコースが、施設により非公開の状態に設定される場合があります。その場合は下記

のように表示され、課題のコースを受講することはできません。 

 

② 受講画面 

「受講」ボタンを押すと、コースの「概要」ページが表示されます。「概要」ページには、コースの概要、

習得ポイント、主な受講対象者に関する情報や、動画の再生時間などが表示されます。 

「受講開始」をクックすると、別ウィンドウに受講画面が表示され、受講を開始できます。受講画面は４つ

のエリアで構成されています。 
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１ コース名エリア コース名が表示されます。 

２ コンテンツエリア コースの内容が表示されます。 

３ ナビゲーションエリア 「次へ」ボタンを押すと、次に進みます。「前へ」ボタンを押す

と、前に戻ります。 

② 

  

① 

③ ④ 
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４ セクションエリア コースの進行状況に応じて、現在のセクションをオレンジ色でハ

イライトします。 

上記の例では、「このコースで学ぶこと」「事例紹介」「解説」「確

認テスト」「テスト結果」などでコースが構成されています。現在

はオレンジ色でハイライトされている「このコースで学ぶこと」

が表示されています。 

このエリアの内容はコースにより異なります。 

 

右側に表示されている「1/1」は、「このコースで学ぶこと」セク

ションの全ページ数が 1ページであり、現在そのうちの１ページ

目が表示されていることを示しています。  

「事例紹介」には２ページのコンテンツが含まれており、「次へ」

を押すと２ページ目に進めます。 

また、  を押すと、「解説」や「確認テスト」など、コース内の

更に先の内容を確認できます。 

③ 受講修了 

コースの受講を修了すると、次のような画面が表示され、コースの受講状況が「完了」に変わります。 
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（一部の施設のみ）施設で受講証明書の発行が設定されている場合は、この画面から受講証明書をダウンロ

ードすることもできます。 

 

(4) 自己学習記録の確認 

自己学習の記録は、ダッシュボードの「自己学習」エリアに「カード」の形式で表示されます。 

 

 
コース名 コース名が表示されます。 

最終アクセス日 コースを最後に受講した日付（テストを実施した日付）が表示されます。 

最高点 これまでの自己学習での最高点が表示されます。 

完了状況 コースの受講状況が表示されます。詳細については「5「事例・動画講義シリー

ズ」と「基礎シリーズ」*について」の「(2) 2つのシリーズで共通する操作」-
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「⑤コースの受講状況について」を参照してください。 

操作 「受講」ボタンを押すと、コースを受講できます。 

 

エリア右上にある左右の矢印ボタンを押すと、自己学習を行ったコースをさらに表示します。 

 

「すべてを見る」リンクを押すと自己学習記録の一覧に移動し、これまでに自己学習したすべてのコースと

学習の詳細を確認できます。 
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① 自己学習で完了したコースを再受講した場合の表示 

あるコースを一度自己学習で受講完了し、同じコースを再度自己学習する場合、「最高点」には過去のすべ

ての受講での最高点が表示されます。例えば、1回目の受講で 100点をとって合格した場合、2回目の受講

時には「最終アクセス日」が最新の日付で更新されますが、「完了状況」が「受講中」や「テスト中」であ

っても、「最高点」には「100%」と表示されます。 

 

(5) 課題の状況確認と受講方法 

ダッシュボードの「課題」エリアには、これまで割り当てられた課題の実施状況概要と、現在割り当てられ

ている課題のカードが表示されます。 

 

① 課題の状況の確認 

左側の「課題進捗状況」では、これまでに割り当てられた課題全体に対する進捗状況をグラフで表示します。 

 

完了 期間内に課題を完了した数（進行中および期限終了後の合計） 

未受講 進行中の課題のうち、まだ受講を開始していない数 

実施中 進行中の課題のうち、受講を開始したがまだ完了していない数 

期限切れ 期間内に課題を完了せずに、期限終了になった数 
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「すべてを見る」リンクを押すと課題の一覧に移動し、各課題に含まれるコースと関連付けられたアンケー

トの状況を詳しく確認できます。 

 

 

右側には、進行中の課題が「カード」の形式で表示されます。 
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課題名 課題名が表示されます。 

コース数 課題に割り当てられているコースの数が表示されます。 

アンケート数 課題に関連付けられているアンケートの数が表示されます。アンケートが関連付け

られていない場合は、表示されません。 

状況 課題の実施状況が表示されます。 

終了予定 課題終了日までの日数が表示されます。 

詳細を見る この課題の詳細を表示する画面に移動できます。 

 

課題の状況は、次の基準に従って表示されます。 

未受講 課題に割り当てられているどのコースも、受講を開始していない状態 

実施中 課題に割り当てられているコースとアンケートのうち、一部がまだ完了していない

状態 

完了 課題に割り当てられているすべてのコースとアンケートを完了した状態 

コースごとの状況を確認するには、「詳細を見る」ボタンを押して「課題詳細」画面に移動します。 

エリア右上にある左右の矢印ボタンを押すと、進行中の課題をさらに表示します。 
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② 課題の受講方法 

ここでは、課題を受講する手順を説明します。 

1. ダッシュボードの課題カードにある「詳細を見る」ボタンを押します。 

 

この課題の「課題詳細」画面が表示されます。 

課題名 課題名が表示されます。 

開始日 課題の開始日が表示されます。 

終了日 課題の終了日が表示されます。 

状況 課題が進行中であることが表示されます。 

 

コース名 課題内のコース名が表示されます。 
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カテゴリー コースが属するカテゴリーを表示します。 

実施日 コースの受講を実施した日付（テストを実施した日付）を表示します。 

点数 コースでテストを実施したときの合格点（最高点）を表示します。 

完了状況 コースの受講状況が表示されます。詳細については「5「事例・動画講義シリー

ズ」と「基礎シリーズ」*について」の「(2) 2つのシリーズで共通する操作」-

「⑤コースの受講状況について」を参照してください。 

操作 「受講」ボタンを押してコースを受講します。 

 

2. 各コースの「受講」ボタンを押し、コースを受講します。 

すべてのコースの状況が「完了」になると、課題の状況が「完了」になります。 

 

③ 課題に関連付けられたアンケートがある場合の受講方法 

課題に関連付けられているアンケートがある場合、ダッシュボードの課題カードには、対象コース数に加え、

関連付けられているアンケート数が表示されます。 

 

1. 課題カードの「受講開始」ボタンを押します。 

課題詳細画面に移動します。課題詳細画面には、課題に割り当てられているすべてのコースに加え、

関連付けられているアンケートが表示されます。 
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アンケート名 アンケートの名前が表示されます。 

状況 アンケートに回答済か未回答かの状況が表示されます。 

操作 「回答」ボタンを押してアンケートに回答します。「回答」ボタンは、課題のコ

ースを完了後にクリックできるようになります。 

 

2. まずすべてのコースを受講完了し、その後でアンケートに回答します。 

課題に含まれるコースをすべて終了すると、アンケートにすぐ回答するかを尋ねるメッセージが表示

されます。 
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 「OK」を押すと、アンケート画面に移動します。 

 「キャンセル」を押すと、アンケート画面には移動せず、課題詳細画面に戻ります。 

 「キャンセル」を押した場合は、後で回答してください 

アンケートの回答方法については、「7アンケート」を参照してください。 

3. すべてのコースを受講完了し、かつすべてのアンケートに回答完了すると、ダッシュボードの課題カ

ードに「完了」の受講状況が表示されます。 

 

メモ： 

この条件での「完了」表示が適用されるのは、ダッシュボードのみです。課題レポートでは、すべてのコー

スを受講完了した段階で課題の状況が「完了」となります。 

 

(6) 受講証明書 

一部の施設では、受講証明証が発行されます。受講証明書はコース単位または課題単位で発行され、どちら

の単位で発行されるかは施設によって異なります。 
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事例・動画講義シリーズのダッシュボードには、同シリーズで取得した受講証明書の数が表示されます。「コ

ンテンツレポートで詳細を見る」リンクを押すと、コンテンツレポートに移動し、受講の概要を確認したう

えで各コースの受講証明書をダウンロードできます。 

 

 

施設の設定によっては、各コースの修了画面から受講証明書をダウンロードすることもできます。画面に表

示される「受講証明書ダウンロード」リンクを押します。 
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7 アンケート（事例・動画講義シリーズのみ） 

事例・動画講義シリーズのダッシュボードの「アンケート」エリアには、現在割り当てられているアンケー

トのカードが表示されます。アンケートは事例・動画講義シリーズの画面のみに表示され、基礎シリーズに

は表示されません。 

 

メモ： 

課題に関連付けられているアンケートは、このエリアには表示されません。課題に関連付けられているアン

ケートへの回答方法については、「6「事例・動画講義シリーズ」の受講方法」の「(5)課題の状況確認と受
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講方法」を参照してください。 

「すべてを見る」リンクを押すと課題の一覧に移動し、各課題に含まれるコースと関連付けられたアンケー

トの状況を詳しく確認できます。 

 

アンケート名 アンケートの名称が表示されます。 

開始日 開始日が表示されます。 

終了日 終了日が表示されます。 

状況 回答状況が表示されます。下書き保存した状態のアンケートは「未回答」と表示さ

れます。 

操作 「回答」を押すとアンケートに回答できます。回答済みの場合、および期限切れの

場合は、このボタンは押せません。 

 

エリア右上にある左右の矢印ボタンを押すと、進行中のアンケートをさらに表示します。 
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(1) アンケートの回答方法 

1. ダッシュボードの「アンケート」エリアで、各アンケートの「回答」ボタンを押します。 

2. アンケートの内容が、別ウィンドウで開きます。 

設問を読み、回答を選択したりコメントを記入したりします。 

 
 

3. 入力途中で回答を保存するには、画面下部にある「変更を保存する」ボタンを押します。 

後で入力を再開する場合は、ダッシュボードの「回答」ボタンをもう一度押して下さい。 
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4. 回答の入力が終了したら、「回答の送信」を押します。 

いったん「回答の送信」を押すと、回答の内容を変更することはできません。 

 
 

5. 表示される画面で、「ウィンドウを閉じる」ボタンを押します。 

 
 

6. ダッシュボードで、回答したアンケートの状況が「回答済み」になり、「回答」ボタンがグレーアウト

されて回答できない状態になります。 

 
 

8 「事例・動画講義シリーズ」受講者用レポート 

受講者は、自身の学習記録についての「課題レポート」および「コンテンツレポート」と、自身

に割り当てられたアンケートについての「アンケートレポート」を参照できます。 

 

(1) 課題レポート（事例・動画講義シリーズ） 

  

  

  



                           利用ガイド「受講者編」 
 

 
エルゼビア・ジャパン株式会社 ver. 3.0b 
  

＜P-37＞ 

「事例・動画講義シリーズ」画面で「レポート」メニューから「課題レポート」を選択すると、

受講者用の課題レポートが表示されます。課題レポートでは、課題の進捗状況を確認できます。 

 
課題名 課題名が表示されます。 

コース数 課題内のコースの数が表示されます。 

開始日 課題の開始日が表示されます。 

終了日 課題の終了日が表示されます。 

作成者 課題の作成者が表示されます。 

進捗状況 課題の進捗状況が表示されます。 

状況 課題の状況が表示されます。終了日を過ぎた課題は「期限終了」と表示されます。

終了日前の課題は「進行中」と表示されます。 

 

 「ダウンロード」ボタンを押すと、課題レポートの内容を Excelファイルでダウンロードできます。 

 

 課題一覧の右下のプルダウンを使用すると、一覧に表示する課題の件数を切り替えられます。 

 

① コースごとに確認する 

コース数に表示された数字を押すと、課題内のコース名が一覧表示されます。 
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コース ID コース IDが表示されます。 

コース名 コース名が表示されます。 

合格点 合格に必要な点数がパーセントで表示されます。 

最終アクセス日 課題を受講した最終の日時が表示されます。  

最高点 テストの最高点が表示されます。 

動画再生時間 動画を再生した時間が表示されます。再生時間が記録されるのは、動画を最後まで

視聴した場合のみです。 

受講時間 コースを受講した全時間が表示されます。 

合格回数 合格した受講回数が表示されます。 

不合格回数 不合格だった受講回数が表示されます。 

平均点 受講の平均点が表示されます。 

 「ダウンロード」ボタンを押すと、課題内のコース一覧の進捗状況を Excelファイルでダウンロード

することができます。 

 

 コース一覧の右下のプルダウンを使用すると、一覧に表示するコースの件数を切り替えられます。 

 

(2) コンテンツレポート（事例・動画講義シリーズ） 

「レポート」メニューから「コンテンツレポート」を選択すると、コンテンツレポートが表示されます。コ

ンテンツレポートでは、コース別の学習状況を詳細に確認できます。 
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学習者 受講者の氏名が表示されます。 

部門 受講者の所属している部門名が表示されます。 

グループ 受講者の所属しているグループ名が表示されます。 

コース名 コース名が表示されます。 

カテゴリー コースの属するカテゴリーが表示されます。 

課題/自己学習 課題での学習か、自己学習かを表示します。課題での学習の場合は、課題名が

表示されます。 

最終アクセス日 コースを受講した最終の日時が表示されます。 

動画再生時間 動画を再生した時間が表示されます。再生時間が記録されるのは、動画を最後

まで視聴した場合のみです。 

受講時間 コースを受講した全時間が表示されます。 

テスト実施回数 コースのテストを実施した回数が表示されます。 

最高点 テストの最高点が表示されます。 

状況 コースの受講状況が表示されます。施設によっては、受講証明書をダウンロー

ドすることが可能です。 

 「ダウンロード」ボタンを押すと、コンテンツレポートの内容を Excelファイルでダウンロードでき

ます。 

 

 一覧の右下のプルダウンを使用すると、一覧に表示する件数を切り替えられます。 

 

(3) アンケートレポート 
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「レポート」メニューから「アンケートポート」を選択すると、アンケートレポートが表示されます。アン

ケートレポートでは、アンケート別の回答状況を確認できます。 

 
アンケート名 アンケートの名前が表示されます。 

開始日 アンケートの開始日が表示されます。 

終了日 アンケートの終了日が表示されます。 

課題 課題と関連付けられている場合は課題名が表示されます。課題と関連付けられ

ていない場合は「--」と表示されます。 

状況 未回答か回答済かが表示されます。途中で保存した状態のアンケートは「未回

答」と表示されます。 

 「ダウンロード」ボタンを押すと、アンケートレポートの内容を Excelファイルでダウンロードでき

ます。 

 

 一覧の右下のプルダウンを使用すると、一覧に表示する件数を切り替えられます。 
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9 「基礎シリーズ」の受講方法 

ここでは、「基礎シリーズ」のコンテンツにアクセスし、受講する方法を説明します。 

 

(1) 基礎シリーズにアクセスする 

SafetyPlusにログインすると、まず「事例・動画講義シリーズ」の画面が表示されます。 

「基礎シリーズ」の画面に切り替えるには、画面左側に表示されるメニューから「基礎シリーズ」を選択し

ます。 

 

基礎シリーズに初めてアクセスすると、このシリーズの学習内容について概要を紹介する短い動画、「イン

トロダクション」が再生されます。 
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動画を最後まで視聴したら、右上の「X」を押してこのウィンドウを閉じます。または、動画の視聴途中で

「スキップ」を押してウィンドウを閉じることもできます。 

この「イントロダクション」には、基礎シリーズのメニューからいつでもアクセスできます。 
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イントロダクションのウィンドウを閉じると、次のような「学習マップ」が表示されます。 

 

学習マップは、基礎シリーズで受講できるコースを、学習レベルやカテゴリーごとに一覧表示するもので、

コンテンツ目次として利用できます。現時点では「実践編」のコンテンツはまだ提供されていないため、「実

践編」以下にはコースが表示されていません。提供予定については、順次ご案内します。 

この学習マップには、基礎シリーズのヘッダーからいつでもアクセスできます。 

 

学習マップの右上にある「X」を押すと、学習マップを閉じて基礎シリーズのダッシュボードを表示します。 
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(2) ダッシュボードの構成 

基礎シリーズにアクセスしたときに表示される画面を、基礎シリーズの「ダッシュボード」と呼びます。こ

の画面は、基礎シリーズのメニューから「ホーム」を選択したときにも表示されます。 
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基礎シリーズのダッシュボードは、7つのエリアから構成されています。課題の割り当て状況などによって、

表示される内容は変わります。 

 

①  メニューが表示されるエリアです。 

②  コースを検索したり、学習マップにアクセスしたり、課題やコースに関する通知を確認した

り、パスワードとメールアドレスを変更したり、ログアウトするためのエリアです。また、基

礎シリーズに関するよくある質問とその答えを参照したりするためのリンクもあります。 

③  エルゼビアが推奨するコースの学習順序に従って、次に受講をお奨めするコースが表示されま

す。「受講を続ける」を押すと、このコースを受講できます。 

 ⑥  

① 
② 

③ ④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
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④  基礎シリーズのコース全体に対して、どの程度学習が進んでいるかを表示します。進捗状況は

コースのみで計算され、演習は含まれません。「学習マップを見る」を押すと、学習マップを表

示します。 

⑤  基礎シリーズでこれまでに発行された受講証明書の数が表示されます。「すべてを見る」を押す

と、受講証明書が発行されたコース一覧の画面に移動し、受講状況を確認したり、取得した受

講証明書をダウンロードしたりできます。 

詳細については、「(8)受講証明書」を参照してください。 

なお、事例・動画講義シリーズで取得した受講証明書は、ここには含まれません。 

⑥  基礎シリーズの課題について、これまでに割り当てられた課題の実施状況と、現在進行中の課

題の概要が表示されます。このエリアから課題にアクセスして各コースや演習を受講したり、

これまでの課題の実施状況を確認したりできます。 

詳細については、「(6)課題の状況確認と受講方法」を参照してください。 

⑦  よく見られているコースと、自身が最近見たコースの上位 10コースまでを表示します。エリ

ア右上にある左右の矢印ボタンを押すと、さらにコースを表示します。 

「よく見られているコース」は、SafetyPlusをご利用の全施設で最もよく見られているコース

を表示します。コースカードの「コースを見る」を押して「概要」ページにアクセスすると、

全施設でのアクセス数を確認することもできます。 

「最近見たコース」には、自己学習でアクセスしたコースが表示されます。課題学習でアクセ

スしたコースは表示されません。 

どちらについても、演習は表示されません。 

 

(3) コースを探す 

基礎シリーズでは、次のいくつかの方法でコースを探すことができます。 

① 学習マップから探す 

画面上部のヘッダー部分にある「学習マップ」を押すと、学習マップにコース一覧が表示されます。 

モバイルでアクセスしている場合は、円グラフを押します。 
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コースは「必修編」「基本編」「実践編」のレベルに分かれ、さらにサブレベル（「未然に防ぐテクニック」

など）とカテゴリー（「復唱」など）に分類されています。 

学習マップでは、エルゼビアが学習を推奨する順序でコースが一覧表示されています。 

なお、学習マップには演習は表示されません。 

カテゴリー 

サブレベル 

レベル 
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受講を完了したコースには、完了を示すアイコンが表示されます。 

 

 

新しいコースが利用可能になると、学習マップ上ではコース名に新着マーク（オレンジ色のドット）が表示

されます。新着マークは、学習マップを閉じるとクリアされます。 

 

 

メモ: Firefoxの一部のバージョンなど、ブラウザによっては完了アイコンがすぐに表示されない場合が

あります。その場合は、[F5]キーを押すか再読み込みアイコンを押すなどして、ブラウザで再読み込み

の動作を実施してください。 
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鍵のアイコンが表示されているレベルのコースは、まだ自己学習ができない状態です。直前のレベルに割り

当てられているコースをすべて受講すると、次のレベルのコースを自己学習できるようになります。 

 

 

② メニューから探す 

メニューから「必修編」「基本編」「実践編」を選択すると、それぞれのレベルに割り当てられた

コースが、サブレベルとカテゴリー別に表示されます。 

 

コースは、エルゼビアが学習を推奨する順序で表示されています。 

なお、演習はメニューには表示されません。 

受講を完了したコースには、コース名の後にチェックマークが表示されます。 

カテゴリー 

サブレベル 

レベル 
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鍵のアイコンが表示されているレベルのコースは、まだ自己学習ができない状態です。直前のレベルに割り

当てられているコースをすべて受講すると、次のレベルのコースを自己学習できるようになります。 

 

③ キーワードで検索する 

画面上部にある「コースの検索」ボックスを使うと、キーワードに関連するコースを検索できます。 

メモ: Firefoxの一部のバージョンなど、ブラウザによってはチェックマークがすぐに表示されない場合

があります。その場合は、[F5]キーを押すか再読み込みアイコンを押すなどして、ブラウザで再読み込

みの動作を実施してください。 
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1. 「コースの検索」ボックス内をクリックまたはタップし、キーワードを入力します。 

2. Enterキーを押すか、虫眼鏡のアイコンを押します。 

入力したキーワードに関連するコースのカードが表示されます。 

鍵のアイコンが表示されているレベルのコースは、まだ自己学習ができない状態です。直前のレベルに割り

当てられているコースをすべて受講すると、次のレベルのコースを自己学習できるようになります。 
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(4) レベルについて 

基礎シリーズのコンテンツは、「必修編」、「基本編」、「実践編」の 3つのレベルに分かれており、各レベル

のコースをすべて修了すると、次のレベルに進めるよう設計されています。 

学習マップ、メニュー、コース検索画面などで鍵のアイコンが表示されているレベルとコースは、まだその

レベルとコースが自己学習できないことを示します。直前のレベルに割り当てられているコースをすべて

受講すると、次のレベルのコースを自己学習できるようになります。 

 

ただし、課題が割り当てられている場合は、自己学習の状況に関係なく、どのレベルのコースでも受講でき

ます。 

鍵のアイコンが表示されているコースは自己学習による受講はできませんが、次の操作をすることができ

ます。 

 コースにアクセスし、「概要」を読む 

 コースにアクセスし、「お気に入り」に入れる 

 

(5) コースの受講方法 

① 受講開始 
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コースを受講するには、学習マップやメニューでコース名を押すか、コース検索結果や課題詳細画面などに

表示されるコースカードの「コースを見る」リンクを押します。 

 

コースの「概要」ページが開きます。「概要」ページには、コースの概要、参考文献、標準的な受講時間、

動画の数などが表示されます。「このコースを受講する」を押して、コースの受講を開始します。 
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メモ: 「このコースを受講する」ボタンの上に表示される閲覧数は、SafetyPlusのすべてのご利用施設から

のアクセス数（ユニークユーザー）です。 

 

② 受講画面 

「このコースを受講する」を押すと、受講を開始します。受講画面は 5つのエリアで構成されています。 

 

１ コース名エリア コース名、標準受講時間、動画の数が表示されます。 

２ お気に入りに追加 リンクを押すと、このコースを「お気に入り」に追加します。 

既にお気に入りに追加されているコースおよび演習では、このリ

ンクは表示されません。 

３ ナビゲーションエリア

（セクション） 

コースの進行状況に応じて、現在のセクションをオレンジ色でハ

イライトします。このエリアの内容はコースにより異なります。 

セクションの数が多い場合は、左右の矢印ボタンを押すと、前後

④ 

⑤ 

①  ② 
③ 
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のセクションを表示して確認できます。 

4 ナビゲーションエリア

（ページ） 

「次へ」ボタンを押すと、次に進みます。「前へ」ボタンを押す

と、前に戻ります。学習内容により、「次へ」のボタンが押せるよ

うになるタイミングは異なります。 

中央に表示されている「セクション中 1/1」は、このセクション

の全ページ数が 1ページであり、現在そのうちの１ページ目が表

示されていることを示しています。  

5 コンテンツエリア コースの内容が表示されます。 

 

③ 受講修了 

コースの受講を修了すると、次のような画面が表示され、コースの受講状況が「完了」に変わります。 

 

コースによっては、事例・動画講義シリーズの関連コースの情報が表示されます。コースの画像の下にある

コース名のリンクを押すと、別ウィンドウで関連コースが開きます。 
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（一部の施設のみ）施設で受講証明書の発行が設定されている場合は、コース修了画面から受講証明書をダ

ウンロードすることもできます。 

 

 

(6) 課題の状況確認と受講方法 

ダッシュボードの「課題」エリアには、これまで割り当てられた課題の実施状況概要と、現在割り当てられ

ている課題のカードが表示されます。 
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① 課題の状況の確認 

左側の「課題進捗状況」では、これまでに割り当てられた課題全体に対する進捗状況をグラフで表示します。 

 

完了 期間内に課題を完了した数（進行中および期限終了後の合計） 

未受講 進行中の課題のうち、まだ受講を開始していない数 

実施中 進行中の課題のうち、受講を開始したがまだ完了していない数 

期限切れ 期間内に課題を完了せずに、期限終了になった数 

 

「詳細を見る」リンクを押すと課題の一覧に移動し、これまでに割り当てられた課題の概要を確認できます。 
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この画面には、メニューの「課題」からもアクセスできます。また、「進行中」、「完了」、「期限切れ」、「す

べて」のタブを押すと、それぞれの状況にある課題のカードが表示されます。 
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右側には、進行中の課題が「カード」の形式で表示されます。 

 

課題名 課題名が表示されます。 

コース数 課題に割り当てられているコースの数が表示されます。 

演習数 課題に関連付けられている演習の数が表示されます。 

状況 課題の実施状況が表示されます。 

終了予定 課題終了日までの日数が表示されます。 

詳細を見る この課題の詳細を表示する画面に移動できます。 

 

課題の状況は、次の基準に従って表示されます。 

未受講 課題に割り当てられているどのコース/演習も、受講を開始していない状態 

実施中 課題に割り当てられているコース/演習のうち、一部がまだ完了していない状態 

完了 課題に割り当てられているすべてのコース/演習を完了した状態 

コースごとの状況を確認するには、「詳細を見る」ボタンを押して「課題詳細」画面に移動します。 

エリア右上にある左右の矢印ボタンを押すと、進行中の課題をさらに表示します。 
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② 課題の受講方法 

ここでは、課題を受講する手順を説明します。 

1. ダッシュボードの課題カードにある「詳細を見る」ボタンを押します。 

 

この課題の「課題詳細」画面が表示されます。課題および演習の概要が、カード形式で表示されま

す。 

コース/演習名 課題内のコース/演習の名称が表示されます。 

レベル｜サブレベル コース/演習が属するレベルとサブレベルが表示されます。 

完了状況 コースの受講状況が表示されます。詳細については「5「事例・動画講義シ

リーズ」と「基礎シリーズ」*について」の「(2) 2つのシリーズで共通す

る操作」-「⑤コースの受講状況について」を参照してください。 
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操作 「受講」ボタンを押してコースを受講します。 

2. 各コースおよび演習の「受講」ボタンを押し、コースおよび演習を受講します。 

課題にコースと演習の両方が含まれている場合は、すべてのコースを受講完了した後に演習が受講可

能になります。 

すべてのコースの状況が「完了」になると、課題の状況が「完了」になります。 

 

(7) 演習の受講方法 

基礎シリーズの「演習」は、施設によって割り当てられた課題からのみアクセスできます。演習には、次の

2つのタイプがあります。 

 コメント送信 

テーマに関連する動画を視聴したり、設定された問題を読んだりしたあと、気づいた点や考えなどを

述べる演習です。受講者は、SafetyPlusの演習画面からコメントを送信することで演習を完了できま

す。 

 レポート提出 

テーマに関連する動画を視聴したあと、主に小グループによるアクティビティを行う演習です。受講

者は、SafetyPlusの演習画面からアクティビティに関するレポートを送信することで演習を完了でき

ます。レポートの形式は限定されません。エルゼビアが提供するファイルに記入したものを使用した

り、配布物をスキャンしたファイルを使用したり、手書きの用紙をスマートフォンで撮影してその写

真をアップロードしたりできます。 

コメントやレポートを提出すると、、該当の課題設定にアクセスできる権限を持つ管理者権限のユーザーが

送信されたコメントやレポートを確認し、それらに対する評価コメントやスタンプを追加することができ

ます。受講者は、追加された評価コメントとスタンプを確認することができます。 

 

① 受講開始 

演習を受講するには、ダッシュボードまたは「課題」画面の課題カードで「詳細を見る」ボタンを押し、表

課題詳細画面に表示される演習カードの「演習を見る」を押します。 
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課題にコースと演習が課題にコースと演習の両方が含まれている場合は、すべてのコースをするまで演習

は受講できません。まずコースの受講を完了してください。 

 

 

演習の「概要」ページが開きます。「この演習を受講する」を押して、受講を開始します。 
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セクションやページの移動方法、動画の視聴方法については、コースの受講と同様です。 

 

② コメント送信 

コメント送信を行うタイプの演習では、次のような画面が表示されます。 

 

1. テキストボックスにコメントを入力し、「下書き保存」または「送信」ボタンを押します。 
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 「下書き保存」を押すと、コメントが下書きとして保存されます。この演習に後でアクセスし

て、コメントを更新したり送信したりできるようになります。 

 「送信」を押すと、コメントが送信され、演習の状況が「完了」になります。 

 

2. コメントの送信後、演習に再びアクセスすると、自分が送信したコメントを確認できます。 

 

既にコメントが提出されているため、この画面でコメントを編集することはできません。 

 

③ レポート提出 

レポート提出を行うタイプの演習では、次のような 2つの画面が順に表示されます。 

注意: コメントの送信ができるのは、各演習につき 1回のみです。いったん送信したコメント

は、更新したり取り消したりできません。「送信」ボタンを押す前に、内容をよく確認してくださ
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1. 1つめの画面では、演習に必要なファイルをダウンロードします。 

「説明」に表示されている各ファイルの説明を読み、ダウンロードのアイコンを押してそれぞれのフ

ァイルをダウンロードしてください。 

①

② 
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2. ダウンロードしたファイルを参照しながら、アクティビティを行います。 

3. アクティビティが終了したら、レポートとして提出するファイルを準備します。 

例えば、つぎのようなファイルをレポートとして提出できます。 

 手順 1でダウンロードしたファイルを編集し、保存したもの 

 配布資料に手書きで記入し、記入後の用紙をスキャンしたもの 

 手書きで記入した用紙をスマートフォンのカメラなどで撮影したもの 

4. ファイルの準備ができたら、「次へ」を押します。 
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2つめの画面が表示されます。この画面では、準備したファイルを登録し、送信します。 

5. 次の手順で、提出するファイルを 1ずつ登録します。 

(1)  「ファイルを参照...」を押してファイルを指定するか、点線で囲まれた領域にファイルをドラッ

グアンドドロップします。 

 

メモ: 一部のブラウザでは、ドラッグアンドドロップの機能は使用できません。また、複数のフ

ァイルをドラッグアンドドロップすることはできません。 
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(2)  指定したり、ドラッグアンドドロップしたファイルが「指定したファイル」の下に表示されま

す。 

 

(3)  「追加」を押し、このファイルが「提出するファイル」の一覧に追加されることを確認します。 
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6. 手順 5の(1)から(3)を繰り返し、提出するすべてのファイルを「提出するファイル」の一覧に登録し

ます。 

 

注意: ファイルは 1つずつ提出するのではなく、すべてのファイルをまとめて提出します。ま

た、提出できるのは一度のみです。 
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7. すべてのファイルが「提出するファイル」の一覧に登録されたことを確認したら、「提出」を押しま

す。 

 

すべてのファイルが提出され、演習の状況が「完了」になります。 

8. レポートの提出後、演習に再びアクセスすると、自分が送信したファイルの一覧を確認できます。 

 
既に提出されているため、この画面でファイルを追加したり削除したりすることはできません。 

 

④ 受講修了 

コースの受講を修了すると、次のような画面が表示され、コースの受講状況が「完了」に変わります。 

注意: 提出ができるのは、各演習につき 1回のみです。いったんレポートとして提出ファイルは、

更新したり取り消したりできません。「提出」ボタンを押す前に、内容をよく確認してください。 
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「課題詳細ページに戻る」を押すと、課題詳細ページに戻り、他の演習を受講することができます。 

 

⑤ 演習へのスタンプと評価コメントを確認する 

施設の管理者ユーザーによってスタンプや評価コメントが追加されると、追加したユーザーの名前ととも

に受講者に公開されます。受講者は、次の場所からスタンプと評価コメントを確認することができます。 

 通知の「課題へのコメント」タブ 

 

 課題詳細ページの演習カード 
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 受講者用課題レポート > コース数 

 

それぞれのリンクを押すと、スタンプと評価コメントが次のように表示されます。 
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(8) 受講証明書 

一部の施設では、受講証明証が発行されます。受講証明書はコース（および演習）単位または課題単位で発

行され、どちらの単位で発行されるかは施設によって異なります。 

基礎シリーズのダッシュボードには、同シリーズで取得した受講証明書の数が表示されます。「すべてを見

る」リンクを押すと、受講証明書を取得したコースの一覧を表示する画面に移動し、受講の概要を確認した

うえで各コースおよび演習の受講証明書をダウンロードできます。 
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施設の設定によっては、各コースの修了画面から受講証明書をダウンロードすることもできます。画面に表

示される「受講証明書ダウンロード」リンクを押します。 
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(9) お気に入り 

コースにアクセスし、「概要」ページで「お気に入りに追加」を押すと、コースをお気に入りに追加できま

す。 

 

メニューから「お気に入り」を選択すると、「お気に入り」画面を表示します。これまでに追加したお気に

入りのコースの一覧を確認したり、お気に入りの一覧からそれぞれのコースにアクセスしたり、コースをお

気に入りから削除したりできます。 
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(10) 通知 

ヘッダーの通知アイコン（ベルの形のアイコン）を押すと、新しい課題、課題へのコメント、コースに関す

る通知を表示します。 

新しい通知には、新着マーク（オレンジ色のドット）が表示されます。通知を表示すると新着マークはクリ

アされます。 

通知には「課題」、「課題へのコメント」、「コース」の 3種類があり、タブを押すとそれぞれの通知を表示し

ます。 
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 課題 

新しい課題が割り当てられたときに、通知を表示します。 

通知から課題名を押して対象の課題にアクセスするか、課題を完了するか、課題が期限切れになると

通知は消去されます。 

「すべて消去」を押すか、「X」を押すことでも、通知を消去できます。 

 課題へのコメント 

課題の演習に新しいスタンプまたは/および通知が追加されたときに、通知を表示します。 

対象のスタンプ/コメントを表示する画面にアクセスすると、通知は消去されます。 

「すべて消去」を押すか、「X」を押すことでも、通知を消去できます。 

 コース 

エルゼビアから新しいコースが公開されたとき、通知を表示します。また、基礎シリーズに初めてア

クセスしたときには、すべてのコースが新しいコースとして通知されます。 

対象のコースにアクセスすると、通知は消去されます。 

「すべて消去」を押すか、「X」を押すことでも、通知を消去できます。 

 

10 「基礎シリーズ」受講者用レポート 

受講者は、自身の学習記録についての「課題レポート」および「コンテンツレポート」を参照で

きます。 

 

(1) 課題レポート 

「基礎シリーズ」画面で「レポート」メニューから「課題レポート」を選択すると、受講者用の
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課題レポートが表示されます。課題レポートでは、課題の進捗状況を確認できます。 

 
課題名 課題名が表示されます。 

コース数|演習数 課題内のコースの数が表示されます。 

開始日 課題の開始日が表示されます。 

終了日 課題の終了日が表示されます。 

作成者 課題の作成者が表示されます。 

進捗状況 課題の進捗状況が表示されます。 

状況 課題の状況が表示されます。 

アクション 受講可能な課題の場合、「受講」または「もう一度受講」のリンクが表示されます。

リンクを押すと、課題詳細画面に移動して受講を開始できます。 

 画面上部で、課題名や状況を指定し、表示する課題を絞り込むことができます。 

 

 「ダウンロード」リンクを押すと、課題レポートの内容を Excelファイルでダウンロードできます。 
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① コースごとに確認する 

「コース数|演習数」に表示された数字を押すと、課題内のコース名が一覧表示されます。 

 
コース/演習 コース/演習の名称が表示されます。 

タイプ コースまたは演習のどちらかが表示されます。 

レベル コース/演習が所属するレベルが表示されます。 

サブレベル コース/演習が所属するサブレベルが表示されます。 

カテゴリー コース/演習が所属するカテゴリーが表示されます。 

評価者コメント 施設の管理者ユーザーからスタンプ/コメントが追加されている場合は、スタンプ/

コメントを確認する画面へのリンクが表示されます。 

状況 コース/演習の受講状況が表示されます。 

最高点 テストの最高点が表示されます。演習の場合は「--」と表示されます。 

最終アクセス日 コース/演習に最後にアクセスした日付が表示されます。 

アクション 施設により受講証明書の発行が設定されている場合は、証明書をダウンロードする

ためのリンクが表示されます。 
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 「ダウンロード」リンクを押すと、課題内のコース一覧の進捗状況を Excelファイルでダウンロード

することができます。 

 
 

(2) コンテンツレポート 

「レポート」メニューから「コンテンツレポート」を選択すると、コンテンツレポートが表示されます。コ

ンテンツレポートでは、コース別の学習状況を詳細に確認できます。 

 
コース/演習 コース/演習の名称が表示されます。 

タイプ コースまたは演習のどちらかが表示されます。 

レベル コース/演習が所属するレベルが表示されます。 

サブレベル コース/演習が所属するサブレベルが表示されます。 

カテゴリー コース/演習が所属するカテゴリーが表示されます。 

課題/自己学習 課題受講の場合は課題名が表示されます。自己学習の場合は「自己学習」と表

示されます。 

状況 コース/演習の受講状況が表示されます。 

最高点 テストの最高点が表示されます。演習の場合は「--」と表示されます。 



                           利用ガイド「受講者編」 
 

 
エルゼビア・ジャパン株式会社 ver. 3.0b 
  

＜P-81＞ 

最終アクセス日 コース/演習に最後にアクセスした日付が表示されます。 

アクション 受講状況に応じて、「受講」または「もう一度受講」のリンクが表示されます。 

施設により受講証明書の発行が設定されている場合は、証明書をダウンロード

するためのリンクが表示されます。 

 画面上部で、コース/演習やレベルを指定し、表示するコース/演習を絞り込むことができます。 

 

 「ダウンロード」リンクを押すと、課題レポートの内容を Excelファイルでダウンロードできます。 
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