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はじめに
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学習進捗詳細サイトでできること

グループ管理者は、学習進捗詳細サイトにログインすることができます。

◼ お知らせ機能

受講者に対しアプリやブラウザ内で何かお知らせをしたいときに使用できます。

◼ 受講履歴確認

受講者の学習進捗や総合テストの結果をCSV形式でダウンロードできます。

◼ コメント管理

ソーシャル機能を使って発信された受講者の投稿やカードコメントの検索や削除ができます。

グループ管理者は、管理対象グループに所属する受講者の学習進捗状況やコメントの確認など、

受講管理を行います。以下2つのサイトを共通のログイン情報で利用することができます。

・ 学習進捗詳細サイト（ https://user.freshers.globis.co.jp/cms/ ）

本マニュアルに記載の操作や機能をご利用いただくことができるサイトです。

・ 学習サイト（ https://user.freshers.globis.co.jp/app/ ）

コンテンツを学習するサイトです。受講者が利用するものと同様で、実際に学習も可能です。

※グループ管理者の追加方法は、本マニュアルp.42にてご確認ください。

学習進捗詳細サイトには下記の機能があります

https://user.freshers.globis.co.jp/cms/
https://user.freshers.globis.co.jp/app/
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学習進捗詳細サイトへのログイン方法

【学習進捗詳細サイトログイン手順】

① ＜学習進捗詳細サイトURL: https://user.freshers.globis.co.jp/cms/＞へアクセス

② 表示されたログイン画面に学習進捗詳細サイトのログインID/PASSを入力

③ 「Goocus」と表示された管理画面が表示されればログイン完了となります

① ② ③

https://user.freshers.globis.co.jp/cms/
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パスワードを忘れた場合

※グループ管理者は、「学習進捗詳細サイト」と「学習サイト」の両方を利用することが可能です。

両サイトへログインするための「ログインID」と「パスワード」は共通です。

【パスワードをお忘れになった場合の対処方法について】

「学習進捗詳細サイト」のパスワードは、「学習サイト」のログイン画面で、下記手順にて再設定することができます。

①＜学習サイトURL：https://user.freshers.globis.co.jp/app/＞へアクセス

②表示されたログイン画面の「パスワードを忘れましたか？」をクリック（※）

③パスワードリセット画面になるので、ご登録頂いたメールアドレスを入力

④「送信」をクリックすると、仮パスワードが送られるので、そちらでログインしていただき、新しいパスワードを設定

① ② ③

https://user.freshers.globis.co.jp/app/
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ホーム画面

①

②

① メニュー画面

「グループ管理」「受講履歴確認」「コメント管理」の3つの機能を選べます

② 管理者表示

ここよりログアウトができます
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グループ管理
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グループ管理 グループ一覧

①

① グループ管理

「グループ管理」をクリック頂くとグループ一覧画面が表示されます （表示されない場合は、本マニュアルp.42をご覧ください）

② メンバー

「メンバー」ボタンをクリックすると現在登録されている受講者の一覧ページへ遷移します

②

「グループ管理」メニューでは、受講グループや受講者の一覧を表示します。

※「メンバー」ボタン隣の 「編集」 及び 「コース」 ボタン は操作しないでください。

操作された場合、恐れ入りますが当サポート事務局までお知らせください＜ freshers-support@globis.co.jp ＞

注意
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③ メンバー（受講者）リスト

所属している受講者の一覧です

※「グループメンバーを追加」はできません

グループ管理 グループメンバー一覧

メンバー（受講者）一覧では登録されている受講者を確認することができます

③

「割当解除」ボタンは操作
しないでください。
受講グループの紐付けが
外れてしまい、ユーザーが
表示されなくなります

※「グループメンバーを追加」「割当解除」 ボタンは操作しないでください。

操作された場合、恐れ入りますが当サポート事務局までお知らせください

＜ freshers-support@globis.co.jp ＞

注意
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お知らせを配信
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お知らせ機能とは

お知らせ機能を使用すると、

受講者にお知らせを配信することができます

お知らせ機能とは、管理画面より受講者（グループ全体or個人）に対して

お知らせを送る仕組みのことをいいます。

URLを入力して配信した場合はジャンプリンクとして表示

されます（URLは日本語非対応）

例）皆さん受講され
てますか？

管理者 受講者

！

お知らせ

■スマートフォンで受講している場合

■PC画面で受講している場合

【受講者画面の表示例】

•お知らせに対し受講者が返信することはできません

•お知らせの配信は、受講管理グループ単位で（全員を対象、

もしくは、対象の受講者を個別に選択）配信します
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グループ管理 お知らせを配信

①

① 管理画面左メニュー「グループ管理」をクリックします

② お知らせを送信したい受講グループ欄の「メンバー」をクリックします

②

■お知らせ配信手順（1-1）

※「メンバー」ボタン隣の 「編集」 及び 「コース」 ボタン は操作しないでください。

操作された場合、恐れ入りますが当サポート事務局までお知らせください＜ freshers-support@globis.co.jp ＞

注意
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③ グループ全員にお知らせを配信したい場合は「グループのメンバーへお知らせを送る」ボタンを(③-1)、

特定の受講者のみに送りたい場合は、該当する受講者行の「お知らせ」ボタンを(③-2）クリックします

④ 遷移先画面で「新規作成」ボタンをクリックします

グループ管理 お知らせを配信

■お知らせ配信手順（1-2）

※「グループメンバーを追加」「割当解除」 ボタンは操作しないでください。

操作された場合、恐れ入りますが当サポート事務局までお知らせください

＜ freshers-support@globis.co.jp ＞

注意

③-1グループ全員へ
Push通知を送る場合

③-2特定の受講者へ
Push通知を送る場合

④
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お知らせ内容の編集

■お知らせ配信手順（1-3）

⑤ 送信内容

お知らせ機能で配信したい文章をここに入力します

※iOS,Androidでは344文字まで全文が表示されます

⑥ 公開ステータス

「公開する」にチェックを入れます。

⑦ 配信方法

配信方法を指定します。
タブから「即時」又は「時間指定」どちらかを選択してください。

※「時間指定」を選択した場合、指定した時間以外のタイミングでは
送信されません

⑧ 配信日時（⑦で「時間指定」を選択した場合のみ）

配信日時の設定を行います。お知らせを配信したい日時を入力してく
ださい。

⑨ 保存
全ての入力が完了しましたら「保存」を押下します。

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
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お知らせの配信

■お知らせ配信手順（1-4）

⑩ 内容確認

前頁⑤で入力した内容が「送信内容」欄に表示されていますので内容を確認します

⑪ お知らせを送信

前頁⑦で「即時」 を選択した場合：「お知らせを送信」ボタンをクリックします（直ちにお知らせが配信されます）

前頁⑦で「時間指定」 を選択した場合：⑧で指定した配信日時にお知らせが自動配信されます

※前頁⑦で「即時」を選択した場合、「お知らせを送信」ボタンをクリックしないと配信されません

⑩

送信内容の編集は
「編集」ボタンより行えます

お知らせの配信が完了すると
「プッシュ済」欄にチェックがつきます

⑪
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受講履歴確認
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受講履歴確認について

① 受講履歴確認

「受講履歴確認」では大きく以下３つの受講履歴が確認できます

①

◼ 教材別

◼ 受講者別

◼ テストセットセクション結果

各詳細な項目一覧につきましては、P.19 「受講履歴 出力内容一覧」よりご確認下さい。

「受講履歴確認」メニューでは、コース・受講者別の受講状況や「総合テスト」の結果を確認できます。
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教材別

コース単位

コース CSV出力
コースごとの、受講者数、完了者数、平均進捗率、平均学習時間
※コースごとの大まかな受講状況を把握したい場合はこちらが便利です

コース詳細
WEB表示のみ
CSV出力不可

コースごとの、ユーザー別受講進捗率。（CSV出力はできません）

チャプター単位 CSV出力 チャプターごとの、受講者数、完了者数、平均進捗率、平均学習時間

カード単位 CSV出力
カードごとの、受講者数、完了者数、平均学習時間、チャプター内テスト（クイズ）の
初回正解者数、初回正答率、最終正解者数、最終正答率、コースアンケートの回答集計

受講者別

コース単位 CSV出力
受講者ごとの、コース別受講状況、累計学習時間、最終学習終了日時
※受講者ごとの学習進捗を大まかに把握したい場合はこちらが便利です

カード単位 CSV出力
受講者ごとの、カード別受講状況、累計学習時間、チャプター内テスト（クイズ）の
初回回答内容とその正誤、最終回答内容とその正誤

カード単位詳細 CSV出力

受講者ごとの、チャプター内テスト（クイズ）質問文とその正答・回答・正誤、コース振り返りや
アンケートの質問文とその回答内容
※受講者が記入したコースごとの振り返り（自由記述）やアンケート結果を確認したい場合
はこちらが便利です

テストセットセクション詳細 CSV出力
各コース最後に出題されている「総合テスト」の受講状況（受験回数、得点、合否、
受講終了日時）
※総合テストの結果を把握したい場合はこちらが便利です

テストセットセクション結果
WEB表示のみ
CSV出力不可

各コース最後に出題されている「総合テスト」の得点、合否。（CSV出力はできません）

受講履歴 出力内容一覧

注意
※CSVによる履歴出力は、人数や受講状況によりダウンロードに時間がかかる場合があります。
※GLOBIS 学び放題 フレッシャーズ内におけるタイムラインコメント、カードコメント、バッジ獲得状況は履歴出力できません。
※割当解除をしたアカウントは受講履歴に記載されません。
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教材別＞コース単位＞コース

コースごとの受講完了者数や平均進捗率などをCSV出力します。

※出力した学習履歴は、画面左メニュー「タスク管理」よりダウンロードします（詳細P.34)

注意 ※受講対象者数には

グループ管理者も人数

に含まれています

CSVデータ見本
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教材別＞コース単位＞コース詳細

CSV出力せずに、コースごとの受講進捗率などを受講者別に表示します。

①

① 確認したいコースを選択

② コース内でクリアしたカード枚数や進捗率などがわかる

②
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教材別＞コース単位＞チャプター単位（またはカード単位）

コースごとの受講完了者数などをチャプター単位又はカード単位でCSV出力します。

■「チャプター単位」 CSV出力項目

・チャプターごとの 受講対象者数
・チャプターごとの 完了/未完了者数
・チャプターごとの 平均進捗率

・チャプターごとの 平均学習時間

■「カード単位」 CSV出力項目

・カードごとの 受講対象者数
・カードごとの 完了/未完了者数
・カードごとの 平均学習時間
・コース内クイズ(TEST)の
初回正解者数、初回不正解者数、初回正答率、
最終正解者数、最終不正解者数、最終正答率
・コースアンケート回答内容

※出力した学習履歴は、画面左メニュー「タスク管理」よりダウンロードします（詳細P.34)

※受講人数やシステムの稼動状況に応じて履歴出力に時間がかかる場合がございます
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受講者別＞コース単位

受講者ごとの受講状況をコース単位でCSV出力します。

特定のコースを選択しCSV出力すること
もできます。何も選択しない場合は、
全コースの受講履歴を出力します

※出力した学習履歴は、画面左メニュー「タスク管理」よりダウンロードします（詳細P.34)

CSVデータ見本
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受講者別＞カード単位（またはカード単位詳細）

受講者ごとの受講状況などをカード単位でCSV出力します。

■「カード単位」 CSV出力項目

・カードごとの受講状況や累計学習時間
・クイズ(TEST)の初回回答内容とその正誤、
最終回答内容とその正誤

■「カード単位詳細」 CSV出力項目

・カードごとの受講回数や学習開始/終了日時、学習時間
・クイズ(TEST）の質問文とその正答、回答、正誤
・コース振り返りやアンケートの質問文とその回答内容

※受講人数やシステムの稼動状況に応じ、出力に時間がかかる場合があります。

※出力した学習履歴は、画面左メニュー「タスク管理」よりダウンロードします（詳細P.34)

注意

特定のコースやチャプター等を選択しCSV出力す
ることもできます。何も選択しない場合は、全コー
スの受講履歴を出力します（出力期間の最大は
２ヶ月間です）
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受講者別＞テストセットセクション詳細

受講者ごとの 「総合テスト」 結果をCSV出力します。
※「総合テスト」とは各コースの最後に設置しているテストのことを指します。（70％以上の正解で合格）

※「総合テスト」結果はWEB上で閲覧することも可能です。詳細は次ページをご参照ください

※ 70％以上の正解で合格とみなします。

※ 受験回数分出力されます。受験していない場合は出力されません。たとえば、上記表「フレッシャーズ太郎」さんは、コース「会社の基礎知識」

の総合テストを３回受験し、3回目で合格（基準点8点を超える10点を取得）したことを示します

期間を定めて出力することも可能です
※何も指定しない場合は全ての期間が出力されます

CSVデータ見本

※出力した学習履歴は、画面左メニュー「タスク管理」よりダウンロードします（詳細P.34)
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テストセットセクション結果

CSVに出力せずに、コースごとの各受講者の総合テストの結果を表示します
※「総合テスト」とは、各コースの最後に設置しているテストのことを指します（70％以上の正解で合格）

①

②

① 確認したいコースを選択

② 選択したコースの総合テストをどの受講者が合格したかなどを確認できます

※複数回受験している場合の「点数」の表示について

•合格ラインを下回る点数の場合：全ての受験結果のうち、最高点が表示されます

•合格ラインを上回る点数の場合：はじめて「合格ライン」を超えた時の点数が表示され、それ以降に受験した結果の点数は反映され

ません。全ての受験結果は、CSVをダウンロードして確認することができます（詳細P.25)
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コメント管理
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コメント管理

受講者画面の学習カードとタイムラインにはSNS機能があり、受講者同士・グループ管理者とコミュニ

ケーションを取ることができます。
※管理画面からは、コメントやいいねの投稿はできません。コメントやいいねの投稿は受講者画面へログインが必要です（詳細P.38～40）

「学習カード」へのコメントとは 「ホーム画面」へのコメントとは

学習中に出題された問いに対するコメント

（学習カードに対するコメント）のことを指します。

学習カードに関係なく、ホーム画面（タイムライン）に

投稿されたコメントのことを指します。
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コメント管理（カードコメント一覧）

管理画面の「カードコメント一覧」メニューでは、学習カードに投稿されたコメントの一覧を閲覧・削除

することができます。

※管理画面からは、コメントやいいねの投稿はできません。コメントやいいねの投稿は受講者画面へログインが必要です（詳細P.38～40）

ご利用
いただ
けませ
ん
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コメント管理（投稿一覧）

「投稿一覧」メニューでは、ホーム画面に投稿されたコメントの一覧を閲覧・削除することができます。

※管理画面からは、コメントやいいねの投稿はできません。コメントやいいねの投稿は受講者画面へログインが必要です（詳細P.38～40）

ホーム画面への投稿に対し他のユーザー
がコメントを投稿した場合に「コメント」と
表示されます

ご利用いただ
けません
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コメント管理（コメントの削除）

■コメント削除手順（1-1）
※CSVなどでのデータ出力には対応しておりません

①

① カードコメントを削除したい場合は「カードコメント一覧」を、ホーム画面へのコメントを削除したい場合は「投稿一覧」のメニューを選択します。

② 削除したいコメントを選択します（コメントを一括削除したい場合は青色の｢すべて選択」ボタンをクリックします）

③ 「選択した投稿もしくはコメントをすべて削除」（「又は「選択したコメントをすべて削除」）ボタンをクリックします。

②

③
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コメント管理（コメントの削除）

④ 遷移先画面にて前項で選択したコメントが表示されますので、内容を確認し「削除」ボタン をクリックします。

■コメント削除手順（1-2）

④
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タスク管理
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タスク管理（CSVダウンロード方法）

「タスク管理」メニューでは、受講履歴画面で出力したCSVファイルをダウンロードすることができます。

【CSVファイルダウンロード手順】

① 画面左メニュー「受講履歴確認」内の任意のメニューにて、「履歴出力」ボタンをクリックします

② 画面左メニュー「タスク管理」をクリックします

③ 該当するタスク行の「ダウンロード」ボタンをクリックします

※「タスクの実行が終了したらメールで通知する」にチェックを入れると、ご登録メールアドレス宛にタスクの実行が完了したことを知らせるメールを配信します

ｖ

受講人数やシステムの稼動状況に
よって、出力に時間がかかる場合
があります。
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学習サイト
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受講者画面概要

受講者画面イメージ（スマートフォン）

コース一覧画面

受講コースを一覧で確認する
ことができます。
任意のコースから学習を始め
ることは可能ですが、「はじめ
に」のコースから順番に学習す
ることを想定した構成になって
います。

学習画面（チャプター)

コースの目次となる画面です。
コースの概要と学習内容
（チャプター／カード）を確認
することができます。
※上から順番に学習する必
要があります

学習画面（カード）

学習する内容が記載された画
面です。音声による受講や
SNSによる意見の共有ができ
ます。

タイムライン

様々な内容を自由に投稿で
きるSNS画面です。
挨拶やお知らせなど気軽に投
稿でき、それに対する返信や
いいねをすることができます。



-37-

学習の構成

GLOBIS 学び放題 フレッシャーズの学習パート・テストパートは以下のように構成されています。

※学習領域や学習の流れなどの詳細は、マイナビ研修サービズ特設サイトにてご確認いただけます

https://hrd.mynavi.jp/mmmba/learning/

チャプター

テストセットセクション
「総合テスト」
各コースの最後に設置されてい
ます。70％以上の正解で合格
です。

学習セクション

•各チャプターは複数のセクションに分かれています。セクションは複数のカード（コンテンツ画面）で構成されています。
•１つ目のチャプターから順番に学習していき、各コースの最後のチャプターにはコース全体の理解度を確認する為の
「総合テスト」が設置されています。

※学習領域や学習の流れなどの詳細は、「 https://hrd.mynavi.jp/mmmba/learning/ 」にてご確認いただけます。

■学習用のチャプターの構成 ■総合テストのチャプターの構成

振り返りセクション
コースの振り返り（自由記述式）
や、コースに関するアンケートを
入力するカードで構成されています

カード

チャプターテスト
セクション
各チャプターに、理解度
を確認する為の簡単な
テストがあります

https://hrd.mynavi.jp/mmmba/learning/
https://hrd.mynavi.jp/mmmba/learning/
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学習サイトへログインする

学習進捗詳細サイトと同一のID及びパスワードを用いて、学習サイトへログインすることができます。

１．WEBブラウザ版へログインする

① <学習サイトURL： https://user.freshers.globis.co.jp/app/ >へアクセスします
② ログインIDとパスワードを入力します

２．アプリ版へログインする
ご利用端末にアプリのダウロードが必要です。ストアにて「グロ放題フレッシャーズ」と検索するか、下記のURLより直接ダウンロードしてください

【iPhone(iOS)】 App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id1154783240?mt=8

【Android】 Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.globis.mobileMiniMBA

注意 ※学習サイトへのログインIDとパスワードは、学習進捗詳細サイトへのログインIDとパスワードと共通です。

注意 ※学習サイトへのログインIDとパスワードは、学習進捗詳細サイトへのログインIDとパスワードと共通です。

https://user.freshers.globis.co.jp/app/
https://itunes.apple.com/jp/app/id1154783240?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.globis.mobileMiniMBA
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ホーム画面（タイムライン）へコメントを新規投稿する

グループ管理者がコメントを投稿したり、受講者のコメントに返信やいいねを返す為には受講者画面へ

ログインする必要があります。
※ログインID/パスワードは、管理画面及び受講者画面ともに共通です（詳細P.38）

受講者画面イメージ（スマートフォン） 受講者画面イメージ（PC）

タップするとタイムラインが

表示されます

コメントを入力します
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コメントに返信する

受講者が投稿したコメントに返信をしたり、「いいね」をつける場合は、投稿されているコメント欄内にある

「コメントする」、「いいね」より行います。

受講者画面イメージ（スマートフォン） 受講者画面イメージ（PC）

注意 学習カードに投稿されたコメントに「いいね」やコメントを返信する場合、グループ管理者も該当のカードまで

学習を進める必要があります
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よくあるお問い合わせ



-42-

① 受講者登録サイトの「グループ管理者」より対象の管理者様を選択ください。

② 次の画面にて学習進捗詳細サイトに表示させたいグループにチェックを入れ、「次へ」を選択ください。

③ 次の画面にて変更内容を確認し「保存」を選択してください。

上記の方法をお試しいただいても表示されない場合、管理者様ご自身のアカウントが割り当て解除されている

可能性がございます。

再設定につきましては、お客様ご自身での変更できかねますため、下記サポート事務局までご連絡くださいませ。

＜freshers-support@globis.co.jp＞

よくあるお問い合わせ（学習進捗詳細サイト）

１．「グループ管理」にてグループ一覧に何も表示されません

受講者登録サイトにて、管理対象グループが選択されていない可能性がございます。

以下の手順をお試しください。

①
hrd@mynavi.jp

test@mynavi.jpテスト テスト

②
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よくあるお問い合わせ（学習進捗詳細サイト）

２．お知らせ機能の内容は何文字の文章まで送信可能ですか

344字までの内容であればiOS,Androidで全文が表示されます。

３．グループ管理者を複数名設定したいのですが可能ですか

グループ管理者は１度の申し込みにつき５名まで無料で登録することができます。

グループ管理者を登録したい場合は「受講者登録サイト」の「グループ管理者」画面より登録ができます。

「受講者登録サイト」はこちら＜https://mng.freshers.globis.co.jp/＞

４．不適切なコメントを削除したいです

投稿されたコメントは管理画面より削除することができます。P.31 -32をご参照ください。

https://mng.freshers.globis.co.jp/

