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1. Zoomを始める前に：ダウンロード
■まずはZoomをダウンロード！

スマートフォンの場合
【iPhone】 App Store で 「Zoom」を検索【Android】Play ストアで

Zoom Cloud Meetings をダウンロード！
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1. Zoomを始める前に：ダウンロード

①Zoom公式サイトにアクセス（ https://zoom.us/ ）
②一番下までスクロールして、【ダウンロード】の欄にある
【ミーティングクライアント】をクリック

パソコンの場合

このような画面が
出たら、ダウンロードを

クリック！
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1. Zoomを始める前に：サインアップ①
■ダウンロードできたら、サインアップをおこなう
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スマートフォン パソコン p サインアップ（＝アカウント作成）を
押し、大学のメールアドレスを
入力する（@s.rku.ac.jpがつくアドレス）

すると……

大学のGmailにZoomから
メールが届きます！

Gmailの場所：
「Ring」→メニューの中の「Gmail」



1. Zoomを始める前に：サインアップ②
■メールを開くと、左の画像のようなことが書かれています
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p 【アクティブなアカウント】を押して、
・名前
・パスワード

を入力し、「続ける」を押す。

※パスワード入力時の注意点※
・Ringのものとは違うパスワードにする
・生年月日や名前、「password」など
推測されやすいものは使わない

・忘れないようにメモしておく！



1. Zoomを始める前に：サインアップ③
■このような表示が出てきたら……

6

p【私はロボットではありません】に
チェックする

p【手順をスキップする】を押す

「テストミーティングを開始」という
ページが表⽰されたら、サインアップは完了。

次は、サインイン（ログイン）です︕
→ p.7へ



1. Zoomを始める前に
■サインアップできたら、サインイン（ログイン）！

p アプリを開き、左のような画面が
出たら「サインイン」をクリック

・メールアドレス
→大学のメールアドレス
（@s.rku.ac.jpがつくもの）

・パスワード
→サインアップのときに
自分で設定したパスワード 7

スマートフォン

パソコンの場合



2. ミーティングに参加する
■参加の仕方は主に2つ！まずはその①（例）

p メールやmanabaで以下のような連絡がきたら……

先生

ミーティングIDとパスワードは以下の通りです。
ミーティングID ︓******
パスワード ︓******

この場合は、Zoomのアプリを開き、「参加」を押す
→指定されたミーティングID・パスワードを入力して参加
※Ring ID・パスワードとは違うので注意！ 8



■参加の仕方 その②（例）
p メールやmanabaで以下のような連絡がきたら……

先生

こちらからアクセスしてください。
https://zoom.us/…………

このURLを押すと、⾃動でアプリが開きます

※この方法でも、ミーティングID・パスワードを
求められることがあります。
その場合は先生に確認しよう！

2. ミーティングに参加する
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ミーティングには参加できたけど……
■なにも聞こえないし、話しかけても応答がない
■先⽣の声は聞こえるけど、⾃分の声は届いていない
■⾳声が途切れる、うまく聞こえない

■チャットはいつ使うの？
p 音声ではなく文字（文章）での回答などを求められたとき
p 操作ミスやエラーで、音声・ビデオがうまく機能しないとき

よくあるトラブル

チャットを使えばすぐに先⽣に知らせることができるかも︕次のページへ

3. まずはチャットをマスター
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3. まずはチャットをマスター
■チャットはどこにあるの？

スマートフォンの場合

①詳細 ②チャット

パソコンの場合

※「画面の下部に何も出ていない！」
→画面の黒い部分にカーソル を
置くと出てきます。 11



3. まずはチャットをマスター
■困ったら、チャットで先生に伝えてみよう

先⽣⽅は、全員がZoomのプロ︕というわけではありません。
コミュニケーションをとりながら進めましょう︕

マイクに向かって話しています。
聞こえていますか︖

先⽣の声がまったく聞こえていない状態です。

○○を押せばよいのでしょうか︖

先生

先⽣から⾳声やチャットで
なんらかの指⽰がもらえるはず︕
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4. 音声通話・ビデオ通話を始める前に
■音声通話、ビデオ通話の前に確認！
→イヤフォンやヘッドフォン、ヘッドセットの使用がおすすめ
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これらの機器を使⽤すると、
ハウリング（※）などの⾳声のトラブルが
発⽣するのを防ぐことができます。

(例)ヘッドセット

（※）ハウリング……通話中にキーンというような⾳が鳴る現象のこと。



5. 音声通話をする
■ミーティングに参加（入室）できた！→以下のことを確認
スマートフォンの場合

p 画面左下の○部分に「オーディオ」と表示されていたら
→「オーディオ」をタップする
→「インターネットを使用した通話」や、
「デバイス オーディオを介して通話」といった
表示が出たら、その表示をタップする

左下がこのアイコンになった
→通話ができる状態︕

この場合、ミュート（消⾳）に
なっています。アイコンを
タップして、ミュートを解除︕

14※最初から↑のアイコンになっていたらそのままでOK



5. 音声通話をする

パソコンの場合 p 「コンピューターオーディオに
参加する」をクリック
（左の画面では青色の部分）

※画面青色の部分が表示されていない場合：画面左下「オーディオ」をクリック

左下がこのアイコンになった
→通話ができる状態︕

この場合、ミュート(消⾳)に
なっています。アイコンを
タップして、ミュートを解除︕
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■ミーティングに参加（入室）できた！→以下のことを確認



■以下のことを確認！：スマートフォンの場合
p 画面左下に「オーディオ」と表示されていたら
→まずは「5. 音声通話をする」のページをチェック

p 画面左下に のアイコンが表示されていたら
→音声通話はできる状態になっています
→左の画像の○部分＝「ビデオの開始」をタップ

6. ビデオ通話（映像＋音声）をする
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この表⽰になったらOK︕

画⾯にはあなたの顔が映るはずです。



■以下のことを確認！：パソコンの場合
p 画面左下に「オーディオ」と表示されていたら
→まずは「5. 音声通話をする」のページをチェック

p 画面左下に のアイコンが表示されていたら
→音声通話はできる状態になっています
→ の右隣にある「ビデオの開始」をクリック

6. ビデオ通話（映像＋音声）をする
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この表⽰になったらOK︕

画⾯にはあなたの顔が映るはずです。



■退室の仕方
7. ミーティングを退室する
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スマートフォンの場合 パソコンの場合

画面右上にある
退室をタップする

画面右下にある
「ミーティングを退室」を
クリックする



■以下のことを試してみよう
p 授業で使う場合：授業担当の先生に確認してみる
→シラバスにメールアドレスが載っています。
（載っていない場合はmanabaから連絡！）

p インターネットで検索してみる
→Zoomの使い方は、使用している機種によって異なる場合も。
調べたら有益な情報が出てくるかもしれません。

p それでもわからなかったら……。
→教育学習支援センターにメールしてみてください！相談に乗ります。

kgc@rku.ac.jp（本文に必ず学生番号、氏名を書くように）

8. 困ったときは
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