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Oracleトレーニング・オンデマンド概要 

実際のクラスをそのままレコーディングし、オンデマン
ドでストリーミング配信する新しいトレーニング形態 
 多彩なカメラアングル、テキスト画面と講師画面のミックス（Picture In 

Picture) 

 講師による実機デモで演習手順を実演 

 トップレベルの講師陣による研修 
 

教室と同じ演習環境を6日間使用可能 
 演習付きコースについてはオンラインで実際に演習を行うことが可能 

 演習環境は、予約した週の月曜から土曜まで 6 日間（お 1 人様 1 回の

み）、じっくりお使いいただけます。  

講師による Q&A 
 ご質問は、原則 3 営業日以内に、講師が日本語で回答します。 

eKit（電子媒体テキスト） 
 PDF 形式の電子教材「eKit」は、アクセス期間中いつでもダウンロード可
能。またコースを履修された証明として、電子修了証をご利用いただけ
ます。 

進捗レポート 
 各画面毎に何％受講が完了しているかの進捗確認が可能。 
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初めて使用開始されるときの手順 

1. お客様情報（Oracle.com）登録 

2. アクセスキーの有効化 
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1.お客様情報（Oracle.comアカウント）登録 

1. Webページ上部ヘッダの「お客様情報（Oracle.comアカ
ウント）の登録・更新」をクリック 

 

 

 

 

2. 「アカウントの作成」をクリック   ※アカウントをお持ちの方は 

                                     5.にお進みください 
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1.お客様情報（Oracle.com）登録 続き 

3. 登録フォームの画面が開きますので、手順に沿って必
要事項を入力します。 

 

 

 

 

 

 

4. 「次へ」をクリック                             
します。 
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1.お客様情報（Oracle.com）登録 続き 

5. サインインのユーザー名（電子メール・アドレス）、パス
ワードに登録した情報を入力して、「サインイン」をクリッ
クします。 
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1.お客様情報（Oracle.com）登録 続き 

6. ログインが完了すると、各ページ上部ヘッダにお客様名
が表示されます。 

 

 

 

 

7. ログインしたままの状態で、メールの学習開始欄にある
専用URLで届いたURLをクリックしてください。 

8. もしブラウザにサインイン画面が              
表示された場合は、サインインし               
直してください。 
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2.アクセスキーの有効化 

9. 注文キーの有効化が開始
されます。 

10.注文キーの有効化の途中
で「Oracle University お申
込み規約」にご同意ください。
「同意して、次に進みます 
> 」ボタンをクリックすると、
注文キーの有効化が完了し
ます。 

11.Oracle トレーニング・オンデ
マンドの学習画面となります。
上部のタブで視聴したいコ
ンテンツを選択してください。 
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Oracleトレーニング・オンデマンド画面 

ビデオはトピック毎に 
分かれている。 
見たいトピックをクリック。 

映像時間が分かるため、
計画的に学習ができる。 

実際の講義の流れに従って、
講師の映像がズームされた
り、パワーポイントの説明が
表示される。 

講義日程毎にタブが分かれている。 
次の日から始めるときも簡単アクセス。 

Taro.Oracle 
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“概要”タブ 

トピックの一部を  
サンプルビデオ   
として確認 

各日程ごとの       
コーストピック 

講師紹介 
 

講師の簡単な経歴、担当し
ているコース、コース内容
の紹介など 

コースの概要説明 
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日程ごとの講義タブ  Day毎のタブをクリックすると、その日の
最初のトピックの自動再生が始まる。 

ビデオは各トピック毎に分かれており、
“再生”ボタンをクリックすることで、特
定のトピックを再生。 

ボリューム
調整 

全画面  
表示 

時間ゲージ 

一時停止・
再開 

Oracle Taro 
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全画面表示 

全画面  
表示 

ボリューム
調整 

時間ゲージ 
一時停止・
再開 全画面表示

の終了 
 

<ESC>キー
でも可 

Oracle Taro 
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“eKitの表示”タブ(電子媒体テキスト) 
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ダウンロードしてPDF
機能を活用。 
 

作業の途中でリファレ
ンスとして使用可。 

eKitを保存するときは
PDFにマウスカーソル
を合わせ保存のアイ
コンをクリック。 

“eKitの表示”タブを選択すると、
利用可能なeKitが表示される。 

“表示”をクリックすると、別タブ/ウイン
ドウでPDF形式のテキストが表示され
る。フロッピーアイコン（保存）でダウン
ロード可能。 
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演習環境の予約・接続 
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演習環境を予約するときは「演習
環境」のタブを選択する。 

「１．システムのテストおよび設定」の
リンクをクリックして、システム要件を
満たしていることを確認する。 

「２ ．演習環境の予約」のリンクをクリ
ックし、予約カレンダーを表示させる。
予約したい週を選択して、「演習環境
を予約」ボタンをクリック。（翌週分は
水曜日頃迄可能） 

演習環境利用12時間前には、 
「３ ．演習環境への接続」で接続案内
を確認できる。 

予約できると、予約週が
表示される。 
翌週分について水曜日
頃迄はキャンセル可能。 
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インストラクターQ&A 
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インストラクターに質問をす
るときは、「インストラクター
Q&A」のリンクをクリックし、
必要な項目を入力して提出。 
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Taro Oracle 

Taro.Oracle 

進捗レポート 
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進捗レポートを表示するには、「進捗レポート」
のリンクをクリックする。各単元毎および全体の
進捗状況を確認できる。 

受講コースの有効期限
の確認ができる。 

進捗レポートを印刷するには、「進捗レポート
の印刷」を、進捗レポートをメールで送信する
には、「進捗レポートの送信」をクリックする。 

Taro Oracle 

Taro.Oracle 
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Taro Oracle 

Taro.Oracle 

電子修了証の取得 
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コース名が印字された
証明が表示される。 

修了証明を出したいときは、「進捗レ
ポート」のリンクをクリックし、画面右
側の「修了証の表示」のリンクをクリ
ックする。 
フォントのダウンロードが求められた
場合は、その指示に従う。 
修了証の表示には時間が掛かる場
合があります。 

SAMPLE 
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アンケートの提出 

19 

「アンケートの提出」をクリックして、コース内容に
対するフィードバックをすることが可能。 
アンケート内容は、今後のサービス品質の向上
に役立たせていただきます。 


