
eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

まずは、日立アカデミーの
Webサイト、eラーニングペー
ジにアクセスしましょう。

このお知らせページには、操作
方法、動作確認環境の情報やメ
ンテナンス情報など、ご利用に
関するさまざまな内容が掲載さ
れています。

こちらのページにある「ログイ
ンページへ(受講者様/お申込責
任者様)」をクリックするとロ
グイン画面が表示されます。
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*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。

https://hitachi.csod.com/client/hitachi/hitachi-ac.aspx


eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

ログイン

ログインページに「LOGIN
ID」と「Password」を入力し、
「Enter」ボタンをクリックし
ます。

*初回ログイン時は、パスワー
ドの変更作業が必要です。画面
の指示に従って必ず変更してく
ださい。
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*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

お知らせとお問い合わせ

パスワードを忘れたり、操作方
法のご質問は、この画面にある
「お知らせと問い合わせは、こ
ちら」をクリックし、表示され
た画面にある、お問い合わせ
フォームからお願いいたします。

メンテナンス等のお知らせもこ
ちらから確認できます。

*「お知らせと問い合わせ」画
面は新規ウィンドウで開きます。
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*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



ホーム画面

受講者様にはお申し込みのコー
スが表示されています。

アクション欄の「開始」をク
リックすると、eラーニング
コースが起動します。

*お申込みコースの期日欄が
「なし」と記載されております
が、ご利用期間については、
LOGIN IDなどを記載している
ご案内メールの記載をご確認く
ださい。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



ログアウト

ログアウトするには、右上の
「歯車」ボタンをポイントし、
「ログアウト」をクリックして
ください。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



eラーニングコースの起動

ホーム画面から、対象コースの
アクション欄にある、「開始」
をクリックします。
コース起動時に、ポップアップ
ブロックの注意事項が出る場合
は、「このサイトのオプショ
ン」から「常に許可」を選択し
てください。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



eラーニングコース画面

左上にある「前頁」「次頁」で、
学習項目を移動します。

「MENU」で学習項目の目次を
表示し、「EXIT」でコンテンツ
終了となります。

「学習の進め方と修了条件」に
詳細は記載されております。

*コースによって、デザインや
表示されるボタンが異なります。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



MENU画面

進捗状況の確認や、ページの
ジャンプも可能です。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



eラーニングコースの終了

「EXIT」をクリックすると、確
認メッセージが表示されます。
「OK」をクリックして、コン
テンツ終了となります。

次回コースを選択すると、前回
「EXIT」を押した学習項目から
再開されます。

9/22

eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



eラーニングコンテンツ画面

項目内の移動は、右下のボタン
を利用します。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



理解度テスト・修了テスト設問
画面

テストは、受講期間中何度でも
回答できます。

スクロールして設問に回答しま
す。
最終設問の下にある「回答して
次へ」をクリックすると、回答
確認画面に移動します。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



理解度テスト・修了テスト回答
確認画面

回答結果が確認できます。
「再テスト」をクリックすると、
もう一度テストに回答できます。
(前回の回答はクリアされま
す。)

「次のページに進む」をクリッ
クすると次の学習項目に移動し
ます。(修了テストの場合は、
100%の正答が必要になりま
す。)
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



コース終了画面

修了テストで100%の正答し、
「次ページに進む」をクリック
すると、学習コンテンツの終了
画面が表示されます。

この後、アンケートに回答する
ことで、コース修了となります。

*アンケート回答は、当社修了
証発行の条件とさせていただい
ております。予めご了承くださ
い。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



アンケートの回答

学習コースを終了すると、ホー
ム画面の対象コースのアクショ
ン欄に「アンケート」が表示さ
れます。

「アンケート」をクリックして
回答します。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



アンケート回答

アンケートは、一問一画面の形
式です。
アンケートの設問に回答いただ
き、「戻る」「次へ」で、設問
を移動します。
「保存(後で回答)」をクリック
すると、アンケートの回答を中
断できます。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



アンケート回答

最後のアンケートの設問画面に
ある「最終回答の提出」をク
リックすると、アンケートが提
出されます。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



コースの再学習

学習コースを終了し、アンケー
トに回答すると、対象コースは
ホーム画面から見えなくなりま
す。

コースを再学習するには、研修
受講リストを表示させます。
方法は、次の2通りあります。

1．「学習」をポイントし、
「研修受講リストの表示」をク
リック
2．画面右側にある「研修受講
リスト(最新5件)」をクリック
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



コースの再学習

トレーニング受講リスト画面の
「アクティブ」をクリックし、
「完了」をクリックすると、
コース終了した一覧が表示され
ます。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



コースの再学習

「アクティブ」をクリックし、
「完了」をクリックすると、終
了したコースの一覧が表示され
ます。

終了したコースの一覧にある
「開始」をクリックすると、学
習コースが表示されます。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



受講歴の確認

トレーニング受講リストから確
認したいコース名をクリックし、
トレーニングの詳細画面が表示
されます。

*「開始」ボタン右側の▼をク
リックし、「トレーニングの詳
細を表示」をクリックでも同様
です。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



受講歴の確認

トレーニングの詳細画面からト
レーニングの進捗にある「モ
ジュール」をクリックすると、
詳細な進捗状況が確認できます。
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eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。



受講歴の確認

PDU等の登録の際は、次の日付
を登録ください。

開始日：最初のタイトル完了日
終了日：最後のタイトル完了日

22/22

eラーニングシステムの使い方
-ログイン・ログアウト・受講者様編-

*この画面は開発中のもので、実際の画面と一部異なる場合があります。予めご了承ください。
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