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『kintone 認定 アソシエイト 試験対策テキスト 第 2 版』アップデート・訂正情報 

2021年 10月 11 日 
 
kintone のアップデートに伴い、本書の出版時点と現状で内容が異なる部分があります。 
この表では、現時点の kintone との差分、試験範囲への影響をまとめています。 
また、一部記載内容に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。 
 
種類： 
【前】：本書の出版時、現在配信中の試験のバージョン（2020 年 4 月 1日時点の kintone）に沿った内容 
【現】：現時点（2021 年 10 月 11 日時点）の kintone に搭載されている内容 
（誤）：誤りの記述 
（正）：正しい記述 
 
試験範囲： 
 〇：試験範囲に該当する 
 －：試験範囲に該当しない 
 
ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲 
P.8 

 
1-1-5-2 Excel ファイルの整形 2020年 5 月 －  

【前】 ※2020年 5 月のアップデートで、アプリ作成できるファイル
のサイズは 500列までに変更になる予定です。 

  

 
【現】 ※2020年 5 月のアップデートで、アプリ作成できるファイル

のサイズは 500列までに変更されました。 

  

P.11 
 

1-1-6-2 CSVファイルの整形 2020年 5月 －  
【前】 ※2020年 5月のアップデートで、アプリ作成できるファイ

ルのサイズは 500列までに変更になる予定です。 

  

 
【現】 ※2020年 5月のアップデートで、アプリ作成できるファイ

ルのサイズは 500列までに変更されました。 

  

P.29 
 

図 1-32 一覧の作成画面 2020年 6月 －  
【現】 ［すべて追加］、［すべてクリア］が追加されました。レ

コードの一覧画面に表示するフィールドを一括で追加、削
除できます。 

  

P.33 
 

1-4-3 一覧の列幅の変更 
（33ページ上から 5行目） 

2020年 9月 － 

 
【前】 ［…（オプション）］をクリックし、 

  

 
【現】 ［v（アプリの設定を変更する）］をクリックし、   

P.33 
 

図 1-38 一覧でレコードを編集 2021年 5月 －  
【現】 権限が付与されていない場合、編集や削除のボタンがグレ

ー表示されるようになりました。 
  

P.39 
 

図 1-47 グラフの種類を選んで作成 2020年 7月 － 
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ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲  
【現】 年、月、日単位で集計した結果をグラフ表示する際、グラ

フ上に表示されるラベルが、集計する単位に応じた表示に
変更されました。 
・年単位のとき：「2020」 
・月単位のとき：「2020-07」 
・日単位のとき：「2020-07-13」 

  

P.50 
 

図 1-61 ファイルに書き出す設定画面 2020年 6月 －  
【現】 ［すべて追加］、［すべてクリア］が追加されました。フ

ァイル書き出しの対象フィールドを一括で追加、削除でき
ます。 

  

P.50 
 

図 1-61 ファイルに書き出す設定画面 2020年 12月 －  
【現】 ファイル書き出し画面に「出力オプション」の項目が追加

されました。ユーザーや組織を、コード（ログイン名／組
織コード／グループコード）で出力するか、または表示名
（ユーザー名／組織名／グループ名）で出力するかを選択
できます。 

  

P.50 
 

図 1-61 ファイルに書き出す設定画面 2021年 6月 －  
【現】 ユーザー、組織、グループの情報を書き出す際に、表示名

の出力方法を選択できるようになりました。 
表示名のみを出力するか、各コード（ログイン名、組織コ
ード、グループコード）と表示名（ユーザー名、組織名、
グループ名）の両方を出力するかを選択できます。 

  

P.51 
 

1-6-1-1 レコード内容を書き出す 2021年 1月 －  
【前】 ※「リッチエディター」フィールドをファイルに書き出す

とHTMLタグが書き出されます。 

  

 
【現】 「出力オプション」の項目に「リッチエディターをテキス

ト形式で出力する」が追加されました。「リッチエディタ
ー」フィールドに入力された内容を、HTMLタグを取り除
いた形式で出力するかどうかを選択できます。 

  

P.53 
 

図 1-62 書き出し完了の画面 2021年 9月 －  
【現】 読み込まれたファイル／出力されたファイルの各画面に、

「ページタイトル」「概要説明」「ヘルプへのリンク」が
追加されました。 

  

P.56  1-6-2-1 レコードの一括登録ファイルの作成 ※誤りの訂正 〇  
（誤） ●Excelブック形式 

 ➢1,000件までのレコードを登録できます。 

  

 
（正） ●Excelブック形式 

 ➢1,000行までのデータを読み込めます。 

  

 
（誤） 1行のデータが 1レコードになるように作成します。 
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ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲  
（正） 1 行のデータが 1 レコードになるように作成します。テー

ブルを含む場合は、テーブル 1行をデータ 1行にします。 

  

P.58 
 

1-6-2-3 ファイルから読み込む設定 2021年 3月 －  
【前】 ● レコード作成者、レコード作成日時、レコード更新者、

レコード更新日時は、ファイルから読み込めません。 

  

 
【現】 ● レコード作成者、レコード作成日時、レコード更新者、

レコード更新日時は、レコード追加時のみファイルから読
み込めます。 

  

P.96 
 

図 2-38 「活動履歴」のテーブル 2020年 5月 －  
【前】 ⑥既存のテーブル、「活動履歴」で、テーブルの右端の［表

のアイコン］にカーソルを移動し、 

  

 
【現】 ⑥既存のテーブル、「活動履歴」で、テーブルの右端の［歯

車のアイコン］にカーソルを移動し、 

  

P.102  2-4-3-3 SUM関数 2020年 6月 －  
【前】 SUM関数は大文字で入力します。 

  

 
【現】 関数名は、大文字と小文字のどちらで入力しても、自動的

にすべて大文字に変換されます。 

  

P.103  2-4-3-4 ROUND関数、ROUNDDOWN関数、ROUNDUP
関数 

2020年 6月 － 

 
【前】 ROUND、ROUNDDOWN、ROUNDUP の関数は大文字

で入力します。 

  

 
【現】 関数名は、大文字と小文字のどちらで入力しても、自動的

にすべて大文字に変換されます。 

  

P.103  2-4-3-5 IF 関数 2020年 6月 －  
【前】 IF 関数は大文字で入力します。 

  

 
【現】 関数名は、大文字と小文字のどちらで入力しても、自動的

にすべて大文字に変換されます。 

  

P.104  2-4-3-6 AND関数、OR 関数、NOT関数 2020年 6月 －  
【前】 AND、OR、NOTの関数は大文字で入力します。 

  

 
【現】 関数名は、大文字と小文字のどちらで入力しても、自動的

にすべて大文字に変換されます。 

  

P.105  2-4-3-9 YEN関数 2020年 6月 －  
【前】 YEN関数は、大文字で入力します。 

  

 
【現】 関数名は、大文字と小文字のどちらで入力しても、自動的

にすべて大文字に変換されます。 

  

P.106 【現】 2-4-3-11 CONTAINS 関数（追加） 2020年 12月 －   
CONTAINS 関数を使用して、チェックボックスフィール
ドや複数選択フィールドの選択状況を、計算式から参照で
きるようになりました。 
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ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲 
CONTAINS 関数は、テーブル内のフィールドに条件（検
索文字列）と一致する行があるかどうかの判定にも利用で
きます。 
 
●チェックボックス、複数選択の計算 
書式 : CONTAINS（フィールドコード, 選択肢名） 
「フィールドコード」で指定されたフィールドで、「選択
肢名」で指定された選択肢が選択されている場合は真を返
し、そうでない場合は偽を返します。 
 
●テーブル内に条件と一致する行があるかどうかを判定 
書式 : CONTAINS（フィールドコード, 検索文字列） 
テーブル内に、「フィールドコード」で指定されたフィー
ルドの値と、「検索文字列」とが一致する行が存在する場
合は真を返し、そうでない場合は偽を返します。 

P.124  3-1 アプリの設定 
アプリの設定を変更するには、レコード一覧画面の右上の
［⚙］をクリックして、アプリの設定画面を表示します。 
（次の機能が追加されました。） 

2020年 9月 － 

 
【現】 v（v 字ボタン）: 各項目の設定画面へのショートカットを

表示します。詳細は、次のとおりです。 
● この一覧の設定を開く（作成済みの一覧を表示している
場合のみ） :  現在表示中の一覧の設定画面を表示します。 
● 現在の列幅をアプリ設定に保存（作成済みの一覧を表示
している場合のみ） : 現在の列幅を保存するための設定画
面を表示します。 
● このグラフの設定を開く（作成済みのグラフを表示して
いる場合のみ） : 現在表示中のグラフの設定画面を表示し
ます。 
● フォームの設定を開く（レコード詳細画面を表示してい
る場合のみ） : フォームの設定画面を表示します。 
● フォーム、一覧、グラフ、設定 : それぞれの設定画面を
表示します。 
● 一般設定、通知、カスタマイズ／サービス連携、アクセ
ス権、その他の設定 : 選択した項目の各設定画面を表示し
ます。 

  

P.124  図 3-1 ［フォーム］タブ 2020年 11月 － 
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ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲  
【現】 アプリ管理者向けにアプリに関する情報を自由に書き残す

ことができる「アプリ管理者用メモ」機能が追加されまし
た。 

  

P.127  3-2-1 アイコンと説明 
図 3-6 アプリのアイコンの説明の画面 
3-6-2 アプリのアクセス権 
図 3-47 アプリのアクセス権の設定画面 

2020年 11月 － 

 
【前】 ［アイコンと説明］では、次の項目を変更できます。 

● アプリアイコン 
● アプリグループ 
● アプリの説明 

  

 
【現】 ［アイコンと説明］では、次の項目を変更できます。 

● アプリアイコン 
● アプリの説明 
アプリグループの設定は、「アプリのアクセス権」画面に
移動しました。 

  

P.141  図 3-28 「物品購入申請」アプリに設定されているアクシ
ョン 

2020年 5月 － 

 
【前】 ※2020年 5月のアップデートで、プロセス管理の設定画面

のデザインが変更になる予定です。 

  

 
【現】 ※2020年 5月のアップデートで、「アクション名（ボタン

名）」と「実行後のステータス」の順序が入れ替わるなど、
プロセス管理の設定画面のデザインが変更されました。 

  

P.150  図 3-39 プラグインの追加画面 2021年 2月 －  
【現】 プラグインの追加画面のデザインが変更されました。 

  

P.152  図 34-3 「API トークン」の画面 2021年 5月 －  
【現】 「メモ」の列が追加され、API トークンごとにメモを記載

できるようになりました。 

  

P.155  図 3-47 アプリのアクセス権の設定画面 2021年 5月 －  
【現】 アクセス権の設定対象に「アプリ作成者」が表示されてい

るとき、ユーザー名が併記されるようになりました。 

  

P.163  図 3-61 言語ごとの名称の入力画面 2021年 1月 －  
【現】 ［アクション］タブが追加されました。アプリアクション

のアクション名を言語ごとに設定できます。 

  

P.163  図 3-61 言語ごとの名称の入力画面 2021年 1月 －  
【前】 （言語名） 

英語 日本語 中国語（簡体字） 

  

 
【現】 （言語名） 

English (US) 日本語 中文（简体） 
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ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲 
P.165  3-7-4 高度な設定 2020年 9月 －  

【現】 「レコードの再利用機能の有効/無効」が追加されました。 
  

P.166  図 3-65 高度な設定の画面 2020年 9月 －  
【現】 レコードの再利用 

□「レコードを再利用する」機能を有効にする 
のチェックボックスが追加されました。 

  

P.167 【現】 3-7-4-8 レコードの再利用（追加） 2020年 9月 －   
レコードの再利用機能を有効にするかどうかを設定しま
す。 
レコードを再利用して登録する運用が適していないアプリ
では、レコードの再利用機能を無効にして、レコードの再
利用ボタンを非表示にできます。 
初期設定では有効になっています。 

  

P.167  3-7-5 アクション（アプリアクション） 2020年 10月 －  
【現】 アクションの並び順を変更できるようになりました。 

レコード詳細画面のアクションの並び順は、「アクション
の設定」画面での並び順（上から下）に応じて表示されま
す。 

  

P.171  3-7-7 アプリの削除 2020年 5月 －  
【前】 ※2020年 5月のアップデートで、削除したアプリやスペー

スを、削除時点の状態に復旧する機能が追加される予定で
す。 

  

 
【現】 ※2020年 5月のアップデートで、削除したアプリやスペー

スを、削除時点の状態に復旧する機能が追加されました。 

  

P.171  図 3-71 ［アプリを削除］をクリック 2020年 10月 －  
【現】 「アプリをテンプレートとしてダウンロード」の追加に伴

い、「アプリを削除」は「運用管理」から「アプリの削除」
内に移動し、「アプリを削除する」に変更されました。 

  

P.172 【現】 3-7-8 アプリをテンプレートとしてダウンロード（追加） 2020年 10月 －   
kintone システム管理者は、アプリテンプレートファイル
（.zip）を直接ダウンロードできるようになりました。
kintone システム管理画面でアプリテンプレートを登録せ
ずに、アプリテンプレートファイルを作成できます。 

  

P.172  ポイント<アプリ削除時の注意点> 2020年 8月 －  
【前】 ルックアップや関連レコード一覧で、ほかのアプリから参

照されているアプリを削除しようとすると、エラーメッセ
ージが表示され、アプリを削除できません。エラーメッセ
ージに表示されているアプリの設定画面を開いて、ルック
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ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲 
アップフィールドや関連レコード一覧フィールドを削除し
てください。  

【現】 削除対象のアプリが、ルックアップや関連レコード一覧で
ほかのアプリから参照されている場合、そのままでは削除
できません。 
参照関係のあるアプリがある場合、「このアプリを参照し
ているアプリが見つかりました」画面が表示されます。 
「まとめて削除機能」で参照関係のあるアプリも含めて一
括で削除するか、「手動で参照を解除」でほかのアプリか
らの参照を解除して対象のアプリのみを削除します。 
なお、「まとめて削除機能」を利用するには、削除するア
プリすべての管理権限が必要です。 

  

P.182  図 4-7 スペースの設定 2021年 5月 －  
【現】 スペースのポータルに表示するコンテンツ（「お知らせ」

「スレッド」「アプリ」「ピープル」「関連リンク」）の
表示・非表示を変更できるようになりました。 

  

P.198  4-2-3 スペース内アプリ 2021年 8月 －  
【前】 ・スペース内アプリは、別のスペースに移動できません。 

  

 
【現】 「kintone システム管理」画面にあるアップデートオプショ

ンで、「アプリの所属するスペースを変更する」機能を有
効にすると、アプリを別のスペースに移動したり、スペー
スへの所属を解除したりできます。 
ゲストスペースからの移動、ゲストスペースへの移動はで
きません。 

  

P.198  4-2-3-1 スペースにアプリを追加する 2021年 8月 －  
【前】 スペースに所属しない既存のアプリをスペースに所属させ

たり、スペース内アプリが所属するスペースを変更したり
することはできません。 

  

 
【現】 「kintone システム管理」画面にあるアップデートオプショ

ンで、「アプリの所属するスペースを変更する」機能を有
効にすると、スペースに所属しない既存のアプリをスペー
スに所属させたり、スペース内アプリが所属するスペース
を変更したりできます。 

  

P.217  問題 4-7 2021年 3月 －  
【前】 誤っているものを 1つ選びなさい。 

  

 
【現】 誤っているものをすべて選びなさい。 

  

P.243  5-1-6-2 ファイルからの読み込み 2021年 4月 －  
【前】 「ファイルからの読み込み」の画面で、右側の［フォーマ

ットのダウンロード］をクリックして、 
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ページ 種類 差分内容 アップデート 試験範囲  
【現】 「ファイルからの読み込み」の画面で、右側の［テンプレ

ートのダウンロード］をクリックして、 

  

P.249  図 5-29 ログインのセキュリティ設定画面 2020年 7月 －  
【現】 「2要素認証」セクションが追加されました。「2要素認証

の利用をユーザーに許可する」を選択すると、認証アプリ
を利用した 2要素認証をユーザーに許可できます。 

  

P.259  5-3-1 kintone システム管理 2021年 8月 －  
【現】 kintone システム管理に並ぶすべての画面に、「ページタイ

トル」「概要説明」「ヘルプへのリンク」が追加されまし
た。 

  

P.259  図 5-38 ［kintone システム管理］をクリックして「kintone
システム管理」画面を表示 

2021年 2月 － 

 
【現】 「kintone システム管理」画面に、「アップデートオプショ

ン」が追加されました。 

  

P.260  図 5-39「アプリ管理」画面 2020年 7月 －  
【現】 「アプリの一覧」に「CSV形式でダウンロードする」リン

クが追加されました。cybozu.com共通管理者が、アプリの
一覧を CSVファイル形式でダウンロードできます。 

  

P.260  図 5-39「アプリ管理」画面 2020年 7月 －  
【現】 「アプリの一覧」に、表示するアプリを絞り込むためのド

ロップダウンリストが追加されました。「管理権限のある
アプリ（自分が作成したアプリのみ）」に切り替えると、
管理権限のあるアプリのうち、自分が作成したアプリのみ
を絞り込んで表示できます。 

  

P.260  図 5-39「アプリ管理」画面 2020年 10月 －  
【現】 「アプリの一覧」に作成日時の列が追加されました。作成

日時順にアプリを並び替えられます。 

  

P.260  図 5-39「アプリ管理」画面 2021年 1月 －  
【現】 「アプリの一覧」にレコードの最終更新日の列が追加され

ました。最後にレコードが追加・編集された日を確認でき
ます。 

  

P.260  図 5-39「アプリ管理」画面 2021年 10月 －  
【現】 「アプリの一覧」に所属スペースの列が追加されました。

各アプリがどのスペースに所属しているかを確認できま
す。 

  

P.266  図 5-48 「スペース管理」の画面 2020年 9月 －  
【現】 「スペース管理」の画面に、スペースの作成者と作成日時

の列が追加されました。 
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【現】 cybozu.com 共通管理者が、スペースの一覧を CSV 形式

（BOM 付きUTF-8）でダウンロードする機能が追加され
ました。 

  

P.276  5-3-7 その他の管理 2021年 2月 －  
【現】 「kintone システム管理」画面に、「アップデートオプショ

ン」機能が追加されました。一部の新機能の有効や無効を、
特定の期間、切り替えられます。 

  

P.276  図 5-62 ［利用する機能の選択］をクリック 2021年 2月 －  
【現】 「kintone システム管理」画面に、「アップデートオプショ

ン」が追加されました。 

  

P.277  図 5-63 「利用する機能の選択」画面 2020年 7月 －  
【現】 受信設定とメール通知の形式の表示順が変更されました。 

  

 
【前】 初期設定で選択した値は、各ユーザーがあとから変更でき

ます。 

  

 
【現】 「個人設定による変更を許可する」のチェックを外して保

存すると、個人設定ではメール通知の形式を変更できなく
なります。 

  

P.278  図 5-64 プラグインの設定画面 2021年 3月 －  
【現】 「プラグインの一覧を CSV形式でダウンロードする」が追

加されました。プラグインの一覧を CSV形式でダウンロー
ドできます。 

  

P.278  図 5-64 プラグインの設定画面 2021年 7月 －  
【現】 プラグイン名の下にバージョン番号が表示されます。 

  

P.301  図 6-18［お気に入りのアプリ］をクリック 2021年 6月 －  
【現】 重要なスペースやよく使うスペースをお気に入りに登録で

きるようになりました。 
スペースを表示して、お気に入りに登録します。お気に入
りに登録したスペースは、ポータルのスペース欄で、ドロ
ップダウンリストの［お気に入りのスペース］をクリック
すると表示されます。 

  

P.302  図 6-18［お気に入りのアプリ］をクリック 2020年 7月 －  
【現】 表示するアプリを絞り込むドロップダウンリストに、「作

成したアプリ」が追加されました。 

  

P.302  図 6-18［お気に入りのアプリ］をクリック 2021年 6月 －  
【現】 表示するアプリを絞り込むドロップダウンリストに、「最

近開いたアプリ」が追加されました。 

  

P.302  図 6-18［お気に入りのアプリ］をクリック 2021年 8月 －  
【現】 お気に入りに登録したアプリやスペースの並び順を変更で

きるようになりました。 
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並び順を変更するには、ポータルのアプリ（またはスペー
ス）のドロップダウンリストで、「お気に入りのアプリ（ス
ペース）」の右端に表示される［編集］をクリックします。
「お気に入りのアプリ（スペース）」の設定画面で、並び
順の変更やお気に入りの解除を行うことができます。 

P.310  6-4-1 通知の確認 2020年 5月 －  
【前】 ※2020年 5月のアップデートで、通知を閲覧できる期間が

70日間に変更される予定です。 

  

 
【現】 ※2020年 5月のアップデートで、通知を閲覧できる期間が

70日間に変更されました。 

  

P.310  6-4-1-1 通知の確認方法 2020年 6月 －  
【前】 ※2020年 6月のアップデートで、ピープル機能の通知もメ

ールで受信できるようになる予定です。 

  

 
【現】 ※2020年 6月のアップデートで、ピープル機能の通知もメ

ールで受信できるようになりました。 

  

P.315  6-4-3 メールで通知を確認する 2020年 6月 －  
【前】 ※2020年 6月のアップデートで、ピープル機能の通知もメ

ールで受信できるようになる予定です。 

  

 
【現】 ※2020年 6月のアップデートで、ピープル機能の通知もメ

ールで受信できるようになりました。 

  

P.320  6-6-1 アカウント設定 ※誤りの訂正 〇  
（誤） cybozu.com共通管理者が、ログイン名やパスワードの変更

を許可している場合、［ログイン名とパスワード］をクリ
ックして、自分自身のログイン名やパスワードを変更でき
ます。初期設定では許可されていません。 

  

 
（正） cybozu.com共通管理者が、ログイン名やパスワードの変更

を許可している場合、［ログイン名とパスワード］をクリ
ックして、自分自身のログイン名やパスワードを変更でき
ます。初期設定ではパスワードの変更は許可されています
が、ログイン名の変更は許可されていません。 

  

P.320  図 6-48 「個人設定」の画面 2020年 7月 －  
【現】 受信するメール通知の形式を、HTML形式とテキスト形式

から選択できるようになりました。 

  

 
【現】 「時刻表記」と「メール通知」を個別に保存できるように

なりました。 

  

P.320  図 6-48 「個人設定」の画面 2021年 9月 －  
【現】 個人設定の画面に、「ページタイトル」「概要説明」「ヘ

ルプへのリンク」が追加されました。 

  

P.323  6-8-3-2 ポータル 2021年 7月 － 
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【前】 スペース一覧には参加中のスペースが上に表示されます。 

  

 
【現】 スペース一覧にはお気に入りのスペース、参加中のスペー

スが上位に表示されます。ピンのアイコンをタップしてお
気に入りの追加や削除ができます。 

  

P.324  6-8-3-3 ナビゲーションメニュー 2021年 7月 －  
【前】 設定：［PC 版を表示］（web ブラウザーのアクセス時の

み）、［ヘルプ］、［kintone の改善に協力］、［ログアウ
ト］が表示されます。 

  

 
【現】 設定：［個人設定］、［PC 版を表示］（web ブラウザーの

アクセス時のみ）、［ヘルプ］、［kintone の改善に協力］、
［ログアウト］が表示されます。 

  

P.324  6-8-3-3 ナビゲーションメニュー 2021年 7月 －  
【現】 ナビゲーションメニューの［アプリ］タブをタップして、

アプリの一覧として「すべてのアプリ」か「最近開いたア
プリ」を選択できます。 

  

P.324  6-8-3-3 ナビゲーションメニュー 2021年 7月 －  
【前】 スペース：スペース一覧が開きます。 

  

 
【現】 スペース：スペース一覧では、お気に入りのスペース、参

加中のスペースが上位に表示されます。ピンのアイコンを
タップしてお気に入りの追加や削除ができます。 

  

P.327  6-8-3-8 スペース 2021年 7月 －  
【前】 お知らせ（スペース本文）の閲覧 

  

 
【現】 お知らせ（スペース本文）の閲覧、および、お気に入りへ

の追加・解除。 

  

P.328  6-8-4 モバイル版でできないこと 2021年 2月 －  
【前】 アプリの説明は表示されません。 

  

 
【現】 アプリ名をタップして表示される操作メニューから、アプ

リの説明が表示できるようになりました。 

  

P.328  6-8-4 モバイル版でできないこと 2021年 9月 －  
【前】 レコードの絞り込み条件は指定できません。 

  

 
【現】 絞り込み条件とソート順の確認や変更を行うことができる

ようになりました。 

  

P.329  問題 6-3 2021年 6月 －  
【前】 正しいものを 1つ選びなさい。 

  

 
【現】 正しいものをすべて選びなさい。 

  

P.349  問題 1-30 解説 ※誤りの訂正 〇  
（誤） A）Excelブック形式のファイルから読み込む場合 

● 1,000件までのレコードを登録できます。 

  

 
（正） A）Excelブック形式のファイルから読み込む場合 
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● 1,000行までのデータを読み込めます。 

P.349 
 

問題 1-31 2021年 3月 －  
【前】 解答 : BD 

  

 
【現】 解答 : BCD 

C）レコード作成者、レコード作成日時、レコード更新者、
レコード更新日時は、レコード追加時のみファイルから読
み込めます。 

  

P.356 
 

問題 4-7 2021年 8月 －  
【前】 解答 : A 

  

 
【現】 解答 : AD 

D）「kintone システム管理」画面にあるアップデートオプ
ションで、「アプリの所属するスペースを変更する」機能
を有効にすると、スペース内のアプリを別のスペースに移
動できます。 

  

P.360 
 

問題 5-14 2020年 10月 －  
【前】 解答 : ABC 

  

 
【現】 解答 : ABCD 

D）「アプリの一覧」に作成日時の列が追加されました。 

  

P.362 
 

問題 6-3 2021年 6月 －  
【前】 A) スペースは、お気に入りに登録できません。 

  

 
【現】 A) スペースをお気に入りに登録できるようになりまし

た。 
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