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オンラインコース ご受講準備について 
お申込みのオンラインコースは Zoom ウェビナーを利用して行います。以下の事前準備をお願いします。 

 

① 環境準備 
 PC 

ウェビナーへの参加に使用します。 

もし可能であればマルチモニター環境をご用意いただくと、「講師の解説などオンライン
セミナーを見る画面」 と 「自分で操作を試していただく画面」 を分けていただけ、よりス
ムーズなご受講環境となります。 

Zoom のシステム要件を満たす PC での参加を推奨します。 
【PC のシステム要件】 
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-System-Requirements-
for-PC-Mac-and-Linux 

 

 インターネット回線 

有線など安定したインターネット接続が可能なネットワークをご利用ください。また長
時間通信を行うため、データ量によって通信制限がかかるネットワーク環境のご利用は
推奨しません。 
 

 Zoom アプリのインストール 

事前に、ウェビナーに参加する PC に Zoom アプリをインストールしてください。 
 

※ Zoom アプリのインストールは必須ではありません。インストールが難しい場
合、ウェビナーには Web ブラウザーからご受講可能です。 
その際、ご利用いただく Web ブラウザーは、Google Chrome が推奨で
す。 (Microsoft Edge はウェビナーに参加できない場合があります。) 

 

② 資料の用意 受講案内メールでお知らせした URL より、資料をダウンロードください。 

印刷物を手元にご用意いただきたい場合は、ご自身で印刷ください。 

ご注意事項 
 ご参加いただく PC で音声が聞こえることをご確認しておいてください。 

音楽再生等で問題ありません。 
 周囲の人に迷惑がかからない環境でご参加ください。 
 録画、録音は禁止です。 

https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-System-Requirements-for-PC-Mac-and-Linux
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1. Zoom アプリのインストール 
オンラインコースに参加する PC に Zoom アプリのインストールを行ってください。PC へのインストール方法は、以

下の操作を参考にしてください。インストールができない場合、Web ブラウザー (Chrome) での参加も可能です。 
 

1. Web ブラウザーを起動し、
Zoom のダウンロード センター
にアクセスします。 

 

Zoom ダウンロードセンター 
https://zoom.us/download 

 

2. [ミーティング用 Zoom クライア
ント] の [ダウンロード] をクリッ
クします。 

 
 

 

3. Web ブラウザーの下部にインフ
ォメーション バーが表示された
場合、 [実行] をクリックしま
す。 
 
 
 
 
 
右上にダウンロードが表示された
場合は、[ファイルを開く] をクリ
ックします。 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://zoom.us/download
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4. アプリのインストールが完了
すると自動的にアプリが起
動し、図のウィンドウが表
示されます。 

 

5. Zoom アプリを終了するに
は [×] をクリックします。 

 
 

 

Zoom アプリの起動 

Zoom アプリをインストールすると、デスクトップにショートカット アイコンが作成されます。これを利用して Zoom 
アプリを起動できます。 
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2. オンラインコースへの参加  
オンラインコースに参加いただくための Zoom アカウントは弊社で用意しており、受講案内メールに記載している参

加 URL をクリックすることでユーザー ID やパスワードの入力は必要なく参加いただけます。 

参加方法は、「Zoom アプリを使用する方法」 もしくは 「Web ブラウザーを使用する方法」 の 2パターンがありま
す。安定した環境でウェビナーを受講いただくために Zoom アプリを使用した参加を推奨いたします。 

 

 オンラインコースの進め方 

 ウェビナー画面に表示される講師 PC の画面 (テキストやデモ画面など) を見ていただきます。 
その際の音声やビデオは、講師のみ使用します。 

 理解度の確認や質疑応答は、Zoom の [チャット] や [Q&A] 機能を使用します。 
場合によっては個別の質問対応をするために、受講者様と音声通話を行うこともございます。 

 

 操作に関する注意事項 

受講者は、以下の操作は行えません。 

 ビデオ、画面共有の開始 
PC カメラの共有はできません。 

 音声会話 
講師により許可された場合のみ行えます。基本はすべての受講者のマイクはオフとします。 
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 Zoom アプリで参加 

すでに Zoom アカウントをお持ちの方は、Zoom アプリにご自身のアカウントでサインインされている状態で参加い
ただいても問題ございません。その場合、チャットなどをご利用いただいた際は、ほかの参加者に Zoom アカウント名
が表示されます。 

ご自身の Zoom アカウントで参加したくない場合は、受講案内メールの参加 URL をクリックする前に、Zoom 
アプリからサインアウトを行ってください。 
 

1. Zoom アプリを起動します。 

 

 

2. 受講案内メールに記載された参
加 URL をクリックします。
(Zoom アプリが起動している状
態で行ってください)  

※ 図の URL および文言はサンプルです。 
 

3. 講師がウェビナーを開始していない
とき、図のようなウィンドウが表示
されます。 
 
講師がウェビナーを開始するまで 
そのままお待ちください。 
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4. 講師がウェビナーを開始すると、 
共有されている画面やカメラ映
像、音声が流れます。 

 
 

 
※ 画面はイメージです。 
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 Web ブラウザーで参加 

Zoom の製品サイトに Zoom 用アカウントでサインインしている方は、その状態で参加いただいても問題ございま
せん。その場合、チャットなどをご利用いただいた際は、ほかの参加者に Zoom アカウント名が表示されます。 

ご自身の Zoom アカウントで参加したくない場合は、受講案内メールの参加 URL を使用する前に、Zoom 製
品サイトからサインアウトを行ってください。 

 
※ 本手順は、ご利用の PC に Zoom アプリがインストールされていない前提です。 

1. Web ブラウザーを起動しま
す。 

 

 
 

2. 受講案内メールに記載され
た参加 URL をコピーしま
す。 

 
※ 図の URL および文言はサンプルです。 
 

3. コピーした URL を Web ブ
ラウザーに貼り付け、ウェビナー
サイトを表示します。 
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4. [ブラウザから起動してくださ
い] をクリックします。 

 
※ 自動的に Zoom アプリが

ダウンロードされる場合があ
りますが無視してください。 
 

 
 
※ 表記が英語の場合、画面

右下の [English] を [日
本語] に変更してくださ
い。 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

クリック後、図のウィンドウが 
表示された場合は、[ブロッ
ク] をクリックしてください。 
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5. 受講案内メールでお伝えして
いるユーザー名を入力されて
いることを確認し、[参加] を
クリックします。 
 

 
 

6. 講師がウェビナーを開始して
いないとき、図のウィンドウが
表示されます。 
参加可能な時間にブラウザ
ーを更新、もしくは再度参加
してください。(コースが開始さ
れても、自動的に参加されま
せん。) 
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3. オンラインコース参加時の参考操作 
オンラインコース参加中によく利用する Zoom の参考操作です。 

 

 Zoom アプリの画面 / メニュー 

Zoom 画面を全画面表示にする場合は、画面右上の矢印をクリックします。全画面表示にすると、講師のカメラ
が Zoom 画面から分離され、画面を大きく見ることができます。 
全画面表示を終了するには、キーボードの [ESC] キーを押すか、Zoom 画面をダブルクリックします。 

オンラインコース中に使用する [チャット] や [Q&A] は、画面下部にマウス ポインターを合わせると表示されます。 

スピーカーなどのオーディオ設定や確認は、画面左下の [オーディオ設定] で行えます。 
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 チャット 

画面下部の [チャット] をクリックすると、画面右側 (または浮動) に [Webinar Chat] ウィンドウが表示されます。
[Webinar Chat] ウィンドウの下部にコメントを入力して送信します。 

なお、既定ではチャットの送信先が [全員] のため、入力したチャットは参加者全員に送信されます。講師にのみ
チャットを送信したい場合は、「送信先」 を [ホストとパネリスト] に変更します。 

 

 

 

 
【チャット送信前】        【チャット送信後】 
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 Q&A 

画面下部の [Q&A] をクリックすると、[Q&A] ウィンドウが表示されます。 

[Q&A] ウィンドウの下部に質問を入力して送信すると、講師に質問が届きます。ユーザー名を公開せずに質問を
する場合は [匿名で送信] のチェックをオンにします。 

 

 

 
【投稿した質問】             【講師からの回答】 
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4. オンラインコースからの退出 
オンラインコースの終了後、Zoom 画面から退出する手順です。オンラインコースの実施時間内であれば、再度参

加 URL をクリックすることでオンラインコースに参加できます。 
 

1. 画面下部のバーを表示し、 
[退出] をクリックします。 

 
 

2. [ウェビナーを退出] をクリックしま
す。 

 
 

 

3. オンラインコースから退出します。  
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