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重要！



メイン会場では、配信ブースから司会進行・コンテンツの配信を行います。会場全体を映すカメラを用意し、その様子や動画
を皆様に配信します。会場内ディスプレイにも配信するコンテンツを表示します。

サテライト会場では、代表者のPCを利用し、ZOOMで接続していただきます。

個人で参加される方（オンライン参加）は、PC・タブレット・スマートフォン（以下、スマホ）を使用してZOOMで接続して
いただきます。

メイン会場やサテライト会場にいらっしゃる方も、ブレイクアウトルームでお話に
なりたい場合は、個人のスマートフォンやタブレットを使ってZOOMで接続して
ください（その際、お話になる時以外はマイクをオフにしてください。近くに同じ
ブレイクアウトルームに参加している方がいらっしゃる場合、ハウリングが起きや
すくなります。ハウリングが起きた場合は、マイクをミュートにしてください）。

※ ブレイクアウトルーム一覧は、手順❻参照（追加・変更の可能性あり、
決定は総会・親睦会直前となる予定）

参加前に使用されるデバイスが十分に充電されているか確認をお願いします。

❶. 今年度の総会・親睦会の開催イメージ(1)
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メインセッションに接続後は、それぞれブレイクアウトルームに移動していただきます。
移動されない方は卒業期によって振り分けさせていただきます。
どこに移動したらいいかわからない方は、ブレイクアウトルーム「受付サポート」に移動してください。ご案内します。
会の進行中は、各ブレイクアウトルームへの移動は自由に行ってください。
各ブレイクアウトルームには、共有画面で配信コンテンツが流れます（挨拶等）。
ZOOMを最新版にアップデートしていないと配信コンテンツの映像と音声が確認できません。手順❷に従って
必ずアップデートをお願いいたします。

❶. 今年度の総会・親睦会の開催イメージ(2)
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❷-1. ZOOMを最新版にアップデートする：PCの場合(1)

※ZOOMにサインインしていない場合のアップデート方法※

ZOOMを起動した際にこの画面になる場合は、
サインインしていないということになります

ZOOMにサインインしないで利用されている場合は、
ZOOMを起動して画面下部に表示されるバージョン
を確認してください。

このバージョンが5.11.9より古い場合は、以下の
URLから最新版をダウンロードしてインストールを行っ
てください（ZOOM起動時に自動でアップデートが入
る場合もあります）。

https://zoom.us/support/download

※ バージョンアップしないと、映像や音声が正常に
届かなくなる場合があります。

バージョンを確認する

重要！

https://zoom.us/support/download


❷-2. ZOOMを最新版にアップデートする：PCの場合(2)

※ZOOMにサインインしている場合のアップデート方法※

ZOOMにサインインしている場合は、画面右上
のアイコン（人によってアイコンは違います）をク
リックしてメニューを表示させてください。

メニューの中から「更新を確認」を選択すると、更
新がある場合はデータをダウンロード後「インス
トール」ボタンが表示されるので、ボタンを押して
更新を行ってください（ZOOM起動時に自動で
アップデートが入る場合もあります） 。

※ バージョンアップしないと、映像や音声が正常
に届かなくなる場合があります。
※ 複数のデバイスに同じアカウントでサインイン
することはできません。

重要！



① Playストアアイコンを押します。

② 検索窓に「ZOOM」と入力して検索します。

③ 「ZOOM Cloud Meetings」の横に「開く」
と表示されていれば最新です。「更新」と表示
されていたら更新してください。

❷-3. ZOOMを最新版にアップデートする：スマホ・タブレットの場合

※Androidスマホ・タブレットの場合※ ※iPhone・iPadの場合※

① App Storeアイコンを押します。

② 検索窓に「ZOOM」と入力して検索します。

③ 「ZOOM Cloud Meetings」の横に「開く」
と表示されていれば最新です。「更新」と表示
されていたら更新してください。

重要！



※パソコンの場合※
④-1. ZOOMが起動したら、「コンピュータオーディオに

参加する」をクリックします。

※スマホ・タブレットの場合※
④-2. ZOOMが起動したら、「WiFi」または「WiFiまた

は携帯のデータ」をクリックします。

① 事前に配布されたURLをクリックします。

② ブラウザが開き、許可を求めるメッセージが表示
された場合は、「開く」をクリックします。

③ 「名前を入力してください」と表示された場合は、
卒業期と名前（サテライトの場合は卒業期と会場
名）を入力してください。
表示されない場合は、
手順❺を参考にして
名前を変更してください。

❸. 参加方法



③ お話をしていない時は、画面左下にある「ミュート」を
クリックしてください。

④ お話をする時は、「ミュート解除」をクリックするとお話が
できるようになります。

⑤ 「ビデオの停止」をクリックすると、ご自身の画面が消え
ます。

❹-1. 基本操作：ビデオの開始とミュートの解除

① 画面左下にある「ビデオの開始」をクリックしてください。

② ご自身のお顔が画面に表示されます。



❹-2. 基本操作：表示画面の切り替え方法

画面右上にある をクリックすると、以下のようにスピーカービューとギャラリービューが切り替えられます。タブ
レットの場合は、左上にアイコンが表示され、押すたびに切り替えられます。
スマホの場合には、画面を左右にスクロールすると、1画面に4人ずつ表示されます。

スピーカーを選択すると、
お話している人の顔が大きく
表示されます。

ギャラリーを選択すると、1画面に
最大49人まで表示できます（初期
値は25名。タブレットも25名まで）。



❹-3. 基本操作：表示画面の切り替え方法(ブレイクアウトルーム：PCの場合)

各ブレイクアウトルームには、共有画面で配信コンテンツが流れます（挨拶等）。
配信コンテンツの表示領域を小さくしたい場合は、画面右上にある をクリックして左右表示を選択するとコンテ
ンツが左側に表示されます。セパレーターにカーソルを合わせるとカーソルが←|→という表示になるので、左右に動かす
と表示する大きさを変えることができます。

セパレーターを左右に動かすと
左右の画面の大きさを自由に
変更することができます。

配信コンテンツ



❹-4. 基本操作：表示画面の切り替え方法(ブレイクアウトルーム：スマホ・タブレットの場合)

スマホの場合は、画面を左右にスクロールすると参加者の映像を閲覧することができます（1画面に4人ずつ表示さ
れます）。
タブレットの場合は、右下に参加者の映像が表示されます。左上の＋マークを押すと、3名まで参加者が表示される
ようになります。左右にスクロールすると他の参加者の映像を見ることができます。
各参加者をダブルタップすると参加者の映像を大きく表示させることができます。配信コンテンツを再び見たい場合は、
左上に表示される「スクリーン共有に切替」を
押してください。
配信コンテンツは、映像の上でピンチイン・
ピンチアウトすると大きさを変えることができます。

配信コンテンツ映像の大きさ
を変更することができます。

配信コンテンツ

参加者映像は左右にスクロール
することができます。



❺-1. 表示するお名前の変更方法：PCの場合

①参加中に名前を変更する場合は、

下の「参加者」をクリックすると参加者リ
ストが表示されます。

②元々の自分の名前の上にマウスを置き「…」

をクリックすると「名前の変更」と表示されるので
そこをクリックしてください。

③「以下に新しい名前を入力してください」と表示されるの

で、ご自身の卒業期+氏名（例: 67 旭陵太郎）を入力
して変更してください。

※ サテライトの場合は、
卒業期＋会場名

（例: 67 パセラ7F）を
入力してしてください。

※ ミーティングウィンドウ
の横に表示される場合も
あります



❺-2. 表示するお名前の変更方法：スマホ・タブレットの場合

①「参加者」を押すと参加者リ

ストが開きます

②自分の名前を押してして

ください。

④ご自身の卒業期+氏名

（例：67 旭陵太郎）
を入力して変更してください。

③名前の変更を押してくだ

さい。

※ サテライトの場合は、
卒業期＋会場名

（例: 67 パセラ7F）を
入力してしてください。

※ メニューの位置は、使用され
るデバイスによって上に表示され
る場合もあります



❻-1. ブレイクアウトルームについて

メイン会場に接続後は、それぞれブレイクアウトルームに移動していただきます。移動されない方は卒業期によって自動的に振
り分けさせていただきます。
どこに移動したらいいかわからない方は、ブレイクアウトルーム「受付サポート」に移動してください。ご案内します。
ブレイクアウトルーム一覧は以下のようになります（現時点での予定になります。追加・変更の可能性があり、決定は総会・親
睦会直前となる予定です）。

卒業期ルーム： テーマ別：

フリートーク＆受付サポート：

特定の方とゆっくりお話しされ
たい場合は、お申し合せの
上、フリートークの部屋をご
利用下さい。
お困りごとがある方は、受付
サポートをご利用ください。

テーマ別の部屋を用意して
いますので、ご自身の興味に
応じて、ご自由にご移動下
さい。

最初は皆さまの卒業期に応じて、以下のいずれかの部屋に自動的に
割り振らせて頂きます。まずは近況報告/自己紹介をお願いします！



❻-2. ブレイクアウトルームについて：入室・移動方法(PCの場合)

①「ブレイクアウトルーム」をクリック

すると、ブレイクアウトルームのリスト
が表示されます。

②移動したいブレイクアウトルーム

の横にある「参加」をクリックすると、
「〇〇に参加しますか？」と表示され
るので、「はい」をクリックすると移動
します。

※困った時は、ブレイクアウトルーム
「受付サポート」に参加してください。

※ 「参加者」をクリック
すると同じルームに入っ
ている人の名前の一覧
を見ることができます。

「退出」はクリック
しないでください。

※各ルームの
参加者も確認
できます。



❻-3. ブレイクアウトルームについて：入室・移動方法(スマホ＆タブレットの場合)

①「ブレイクアウトルーム」をク

リックすると、ブレイクアウトルー
ムのリストが表示されます。

②移動したいブレイク

アウトルームを選択しま
す。

※困った時は、ブレイクアウトルーム
「受付サポート」に参加してください。

※「＜」を押すと
元の画面に戻り
ます。

③「参加」を押すと、選択したブレ

イクアウトルームに移動します。「参加者」を押すと同じ
ルームに入っている人
の名前の一覧を見るこ
とができます。

「退出」は押さない
でください。



❼ . 退出について

やむを得ず、途中で総会・親睦会を退出されたい場合は、「退出」ボタン をクリックしてください。
「退出」ボタンは使用するデバイスによって、画面右下か右上に表示されます。

「退出」ボタンをクリックすると、メニューが表示されます。
「ブレイクアウトルームを退出」を選択すると、ブレイクアウトルームを抜けて
メインセッションに戻ります。メインセッションに戻った場合は、再び他のブレ
イクアウトルームに参加することができます。

「ミーティングを退出」を選択すると、総会・親睦会自体から退出します。
再度参加されたい場合は、参加URLをクリックする必要がありますので、ご注意ください（手順❸参照）。


