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イベント参加
までの流れ

オンライン面談に参加するには、いくつかの事前準備が必要です。

参加に必要な事前準備から、面談当日までの全体の流れをご説明します。

参加までの流れ

オンライン面談に参加するには、事前の申し込みが必要です。

Webサイトの申し込みフォームから、参加申し込みを行ってください。

オンライン面談にはWeb会議ツールの「Zoom」を使用します。

PCとスマートフォン（タブレット）では、Zoomアプリのインストール方法が

異なります。参加するデバイスに応じて、事前にZoomアプリをインストール

してください。

■iPhone/ iPadの場合（P.6~）

■Andro idの場合（P.9~）

■PCの場合（P.12~）



イベント参加
までの流れ

オンライン面談に参加するには、事前申し込みが必要です。

Webサイトから、事前申し込みを行ってください。

メールを確認する

011 -676 -8603
下記番号より、校友課までお問い合わせください。

TEL .  011 -676 -8603（直通）

■メールを確認する
登録したメールアドレス宛に校友課より
面談時刻と参加用URLが記載されたメールが届きます。
面談時刻になりましたら、参加用URLをクリックしてご参加ください。
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スマホ・タブレットで参加する場合
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スマホ・タブレットで
参加する場合

Zoomを利用するにはアプリのインストールが必要です。

AppSto reからZoomアプリをインストールしてください。

事前準備｜アプリのインストール

①App Storeにアクセスする
お使いのiPhone・iPadから、App Storeアイコンをタップし、
App Storeにアクセスしてください。

②Zoomアプリを探す
画面下のメニューから「検索」をタップします。
検索画面が表示されるので、キーワード検索バーに「Zoom」と
入力してください。

スマートフォンから参加される場合、アプリのインストールは無料ですが、

通信料がかかります。Wi f i環境でのインストールをお願いします。



スマホ・タブレットで
参加する場合

④Zoomアプリがインストールされたか確認する
インストールが完了したら、ホーム画面にZoomアイコンが追加されます。

③Zoomアプリをインストールする
検索結果に「Zoom Cloud Meetings」というアプリが表示されるので、
「入手」ボタンをタップして下さい。
アカウント確認のための認証処理が開始されるので、認証を行ってください。
（画像は指紋承認だった場合のものです）



スマホ・タブレットで
参加する場合

面談当日になりましたら、参加申込時に届いたメールのURLからZoomへの登録を行いご参加ください。

面談当日｜参加方法

①登録メールを確認する
Webサイトから登録したメールアドレス宛に校友課より
面談時刻とZoom登録用URLが記載されたメールが届きます。
Zoom登録用URLにアクセスしてください。

③Zoomアプリを起動する
ブラウザでZoomのページが立ち上がります。

事前にZoomアプリをインストールしていない場合は
「Download from App Store」ボタンからアプリのインストールを
行ってください。

アプリをインストールしている場合は、「launch meeting」から
Zoomアプリを起動してください。

②氏名とメールアドレスを入力する
Zoom登録用URLにアクセスすると、氏名とメールアドレスの入力を
求められます。画面上の指示に従って入力を行ってください。

入力項目を埋め終わったら「参加」ボタンより面談に参加してください。



スマホ・タブレットで
参加する場合

④カメラのアクセスを許可し、メインセッションに参加する
表示名の入力を終えると、スマートフォンのカメラへのアクセス権を
求められます。オンライン面談中のWebカメラの利用に関わりますので
「OK」を選んでください。

読込が完了すると、アプリのミーティング画面が開きます。
入室直後は、ホストが入室を許可するまで「待機室」に通されます。
入室許可が出るまでお待ちください。

許可されましたら、自動で画面が切り替わり、メインセッションに
入室が出来ます。

※アプリが開き、「ホストが開始するまで待機しています」と表示された場合、
　まだ開始前のため、しばらくそのままでお待ちください。

⑥ブレークアウトセッションヘ入室する
ブレークアウトセッションへの招待を許可すると、
読込画面に切り替わるので、しばらく待機します。
読込が完了すると、画面が切り替わり入室が完了します。

⑤ブレークアウトセッションヘの招待を受ける
メインセッションに入室したら、ホストから
「ブレークアウトセッション」への招待を受けます。
招待を受けると、通知（写真①）か、画面右上に表示（写真②）が
出ますので、タップしてブレークアウトセッションに入室してください。

写真① 写真②



スマホ・タブレットで
参加する場合

Zoomを利用するにはアプリのインストールが必要です。

Goo lg l e  P l a yストアからZoomアプリをインストールしてください。

事前準備｜アプリのインストール

③Zoomアプリがインストールされたか確認する
インストールが完了したら、ホーム画面にZoomアイコンが追加されます。

①Playストアにアクセスする
お使いのAndroid端末からPlayストアにアクセスしてください。

②Zoomアプリを探す
画面上部の検索バーに「ZOOM」と入力します。
検索一覧に「ZOOM Cloud Meetings」というアプリが表示されますので、
インストールを行ってください。

スマートフォンから参加される場合、アプリのインストールは無料ですが、

通信料がかかります。Wi f i環境でのインストールをお願いします。



スマホ・タブレットで
参加する場合

面談当日になりましたら、参加申込時に届いたメールのURLからZoomへの登録を行いご参加ください。

面談当日｜参加方法

①登録メールを確認する
Webサイトから登録したメールアドレス宛に校友課より
面談時刻とZoom登録用URLが記載されたメールが届きます。
Zoom登録用URLにアクセスしてください。

②氏名とメールアドレスを入力する
Zoom登録用URLにアクセスすると、氏名とメールアドレスの入力を
求められます。画面上の指示に従って入力を行ってください。

セキュリティ用の「CAPTCHAコード」は、表示されているコードを
そのまま入力してください。

入力項目を埋め終わったら「参加」ボタンより面談に参加してください。

③Zoomアプリを起動する
ブラウザでZoomのページが立ち上がります。

事前にZoomアプリをインストールしていない場合は
画面上部のアプリへのリンク、または「GoolgePlayからダウンロード」
ボタンからインストールを行ってください。

アプリをインストールしている場合は、「ミーティングに参加する」
ボタンを押すと、アプリケーションの選択画面が開きますので、
「Zoom」を選択してください。



スマホ・タブレットで
参加する場合

④メインセッションに参加する
表示名の入力を終えると、アプリのミーティング画面が開きます。
入室直後は、ホストが入室を許可するまで「待機室」に通されます。
入室許可が出るまでお待ちください。

許可されましたら、自動で画面が切り替わり、メインセッションに
入室が出来ます。

※アプリが開き、「ホストが開始するまで待機しています」と表示された場合、
　まだ開始前のため、しばらくそのままでお待ちください。

写真① 写真② ⑤ブレークアウトセッションヘの招待を受ける
メインセッションに入室したら、ホストから
「ブレークアウトセッション」への招待を受けます。
招待を受けると、通知（写真①）か、画面右上に表示（写真②）が
出ますので、タップしてブレークアウトセッションに入室してください。

⑥ブレークアウトセッションヘ入室する
ブレークアウトセッションへの招待を許可すると、
読込画面に切り替わるので、しばらく待機します。
読込が完了すると、画面が切り替わり入室が完了します。
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P Cで参加する
場合

PCから参加する場合は、事前にZoomアプリをインストールする必要があります。

公式サイトからアプリをダウンロードし、お使いのPCにインストールしてください。

事前準備

■Zoomサイトへアクセスし、アプリをダウンロードする。
下記URLにアクセスして、ミーティング用クライアントを
ダウンロードします。

URL：https://zoom.us/download#client_4meeting

「ダウンロード」ボタンをクリックしてインストーラーを
入手してください。



P Cで参加する
場合

面談当日になりましたら、参加申込時に届いたメールのURLからZoomへの登録を行いご参加ください。

面談当日｜参加方法

①登録メールを確認する
Webサイトから登録したメールアドレス宛に校友課より
面談時刻とZoom登録用URLが記載されたメールが届きます。
Zoom登録用URLにアクセスしてください。

③Zoomを起動する。
Zoomの起動画面が開きます。

アプリがインストールされている場合は、起動確認が表示されますので、
「Zoom Meetingsを開く」をクリックしてください。

②氏名とメールアドレスを入力する
Zoom登録用URLにアクセスすると、氏名とメールアドレスの入力を
求められます。画面上の指示に従って入力を行ってください。

入力項目を埋め終わったら「登録」ボタンより面談に参加してください。

P Cで参加する
場合

のURLからZoomへの登録を行いご参加ください。

参加方法

登録メールを確認する
Webサイトから登録したメールアドレス宛に校友課より
面談時刻とZoom登録用URLが記載されたメールが届きます。
Zoom登録用URLにアクセスしてください。

Zoomを起動する。
Zoomの起動画面が開きます。

アプリがインストールされている場合は、起動確認が表示されますので、
「Zoom Meetingsを開く」をクリックしてください。

氏名とメールアドレスを入力する
Zoom登録用URLにアクセスすると、氏名とメールアドレスの入力を
求められます。画面上の指示に従って入力を行ってください。

入力項目を埋め終わったら「登録」ボタンより面談に参加してください。



P Cで参加する
場合

④開場まで待機する
アプリが開き、「ホストが開始するまで待機しています」と表示された場合、
まだ開始前のため、しばらくそのままでお待ちください。

開始されましたら、自動で画面が切り替わります。

入室直後は、ホストが入室を許可するまで「待機室」に通されます。
入室許可が出るまでお待ちください。

許可されましたら、メインセッションに入室が出来ます。

※アプリが開き、「ホストが開始するまで待機しています」と表示された場合、
　まだ開始前のため、しばらくそのままでお待ちください。

ホストがミーティングを開始するま
でお待ちください。

⑤ブレークアウトセッションヘの招待を受ける
メインセッションに入室したら、ホストから「ブレークアウトセッション」
への招待を受けます。招待を受けると、通知か、画面右下のメニュー
「ブレークアウトセッション」からセッションの移動が出来ます。

④開場まで待機する
アプリが開き、「ホストが開始するまで待機しています」と表
まだ開始前のため、しばらくそのままでお待ちください。

開始されましたら、自動で画面が切り替わります。

入室直後は、ホストが入室を許可するまで「待機室」に通され
入室許可が出るまでお待ちください。

許可されましたら、メインセッションに入室が出来ます。

※アプリが開き、「ホストが開始するまで待機しています」と表示された場合
　まだ開始前のため、しばらくそのままでお待ちください。

ホストがミ テ ングを開始するまホストがミーティングを開始するま
でお待ちください。

⑤ブレークアウトセッションヘの招待を受ける
メインセッションに入室したら、ホストから「ブレークアウト
への招待を受けます。招待を受けると、通知か、画面右下のメ
「ブレークアウトセッション」からセッションの移動が出来ま

⑥ブレークアウトセッションヘ入室する
ブレークアウトセッションへの招待を許可すると、
読込画面に切り替わるので、しばらく待機します。
読込が完了すると、画面が切り替わり入室が完了します。



P Cで参加する
場合

面談参加時によくあるトラブル・ご質問をまとめます。

よくある質問

通信環境をご確認ください。

また、面談中はやり取りするデータ量が大きいので、必ずWi-F i環境でご参加ください。

古いバージョンのアプリだと、正しく接続できない可能性があります。

必ず、面談参加前にアプリが最新版になっていることをご確認ください。

オンライン面談にはブラウザ経由で参加することができません。

必ずZoomアプリをダウンロードしてから、オンライン面談にご参加してください。

画面下部のメニューから「詳細」を選択し、一度オーディオを切断してください。

その上で再度、「オーディオ」を選択し、音声が流れるかご確認ください。

オーディオの再接続を行っても、音声が流れない場合は

一度、面談会場を退出し、再度入り直してください。


