
Zoom活用
ZoomでWEBセミナーを始めよう！ 

2021/03/22
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グロスト舎



今日学ぶこと
1. Zoomで、できること 

2. Zoomのセミナーを、開催する方法 

3. Zoomのセミナーを、体験してみよう
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１）Ｚｏｏｍの基本

• 無料アカウントと有料アカウント（月約15ドル）
の違い 

• 基本の操作、使い方 

• ホワイトボードを使ってみる
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ズームの画面になれよう！ 
1. 操作説明 
2. 反応してみよう 
3. チャットに書き込んでみよう！ 
4. ホワイトボードを使っみよう！



グロスト舎　https://grosto.jp

操作画面　Mac（PC）



グロスト舎　https://grosto.jp

操作画面　Mac（PC）



グロスト舎　https://grosto.jp

操作画面　Mac（PC）



グロスト舎　https://grosto.jp

操作画面　Mac（PC）



操作画面　iPhone

グロスト舎　https://grosto.jp



操作画面　iPhone

グロスト舎　https://grosto.jp



操作画面　iPad

グロスト舎　https://grosto.jp

操作画面　iPad



操作画面　iPad

グロスト舎　https://grosto.jp

操作画面　iPad



2）セミナーを開催する方法
• Zoomの操作、管理画面の概要を知る 

• セミナースケジュールの予約をする 

• ２種類の会議番号の違い（パーソナルＩＤと都度ＩＤ） 

• 参加者をＺｏｏｍ会議へ招待する 

• その他 

• 録画と保存の方法 

• 参加者をグループワーク分けする（ブレイクアウトルーム） 

• 動画と音楽の流し方、BGMの流し方
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PC　主催者側の操作画面



スケジュールの立て方



すぐにミーティングを開始する

ミーティングに参加する

管理画面

ミーティングの予約をする

詳細設定

ミーティングのスケジュールを確認



すぐにミーティングを開始する

ミーティングに参加する

管理画面

ミーティングの予約をする

詳細設定

ミーティングのスケジュールを確認



ミーティングの詳細を入力

スケジュールの予約をする
招待方法

のところにチェックを入れる
定期的なミーティングをする場合はチェックを入れる



URLをコピーして参加者に伝える

招待する方法



①クリック

ミーティング開始中の招待方法

②リンクをコピーして参加者に伝える



招待する方法

iPhoneの場合



招待する方法

iPhoneの場合 ココでカレンダーに 
登録される



招待する方法

URLはどこ？

iPhoneの場合

ココは押しません



メモに貼り付けられる

招待する方法

URLはどこ？

iPhoneの場合



都度発行のID

２種類の会議番号（パーソナルＩＤと都度ＩＤ）

パーソナルID123-456-7890



開催時の注意点

1. 予約時のパスワード設定 

2. 待機室を設ける 

3. ホストより先に入室を許可しない

1. カメラはホストもゲストもオンにして開催する 

2. オーバーリアクション、声も大きめで 

3. チャットを使う

主催するときのポイント
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3）体験してみよう

• 画面共有 

• 音楽や動画を流す 

• ブレイクアウトルーム 

• ハウリングの解決方法
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　・「自宅」からセミナー開催、さらには「旅行先」でも開催可能 
　　→ 通信（Wifi）環境さえ整っていれば、全世界から開催可能になります 
　 
　・対象が全国＆全世界に拡大 
　　→ リアル開催のセミナーでは参加者の対象が参加できる地域に縛られます 
　　　 しかし、ＷＥＢセミナーでは対象が、全国＆全世界に広がります 

　・セミナー会場の事前予約や費用が不要 
　　→ 通常のセミナーで手間と費用のかかるセミナー会場の準備が不要です 

　・リアル開催のセミナーのような感覚でホワイトボードを使用 
　　→ ズームならではのホワイトボードを使うことで、リアルセミナーのよう 
　　　 に板書ができたり、書き込みができる 

　・セミナー参加者との相互のやりとり、参加者同士の交流も可能 
　　→ いわゆる動画セミナーは、こちらからの情報提供のみ 
　　　 ＷＥＢセミナーは、参加者との交流、参加者同士の交流も可能です 
　　　 ブレイクアウトルーム

ZoomでのWEBセミナー開催のメリット



Skype
　・スカイプＩＤを登録が必要 
　　相手と事前に承認やり取りが必要 
　・データ消費量が多め 
　・複数名（グループ通話）は50名が限度 
　・画面共有が複雑

Zoom
　・招待URLを送るだけ！ 
　　参加者はＺｏｏｍアプリを入れるけ。 
　・データ消費量が少なく安定している（スマホでも可能） 
　・100名まで同時参加可能 
　・ホワイトボード、録画、ブレイクアウトルーム 
　・画面共有が相互に可能（参加者がスマホからでも可能） 
　・ワンクリックで録画が可能（クラウド保存もできる）

スカイプとズームの違い



https://zoom.us/pricing

無料アカウントと有料アカウント（月15ドル）の違い

https://zoom.us/pricing


実際に体験してみよう！
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実際に体験しながら解説
• ミュートとビデオのオンオフ 
• オーディオとビデオの設定 
• ハウリングしない方法 

• 参加者の管理 
• 参加者リスト 
• ホストと共同ホストの設定 

• 画面共有 
• PC画面共有 
• iPhone・iPadミラーリング 
• ホワイトボード 

• チャット 
• 宛先を選択 

• レコーディング 
• ブレイクアウトルーム 
• ビデオの固定（スポットライト） 
• 明るさ設定
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PCでの画面
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操作画面の解説



PC ビデオオフの画面
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①チャットをクリック

チャット

②チャットが開く
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チャット

チャット書き込み
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チャット

ファイル送信
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チャット保村



レコーディング

録画
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ブレイクアウトルーム

ブレイクアウトルームを作る

ルームの数を指定

＊ボタンがない場合は、HPでアカウントの設定でオンにする
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ブレイクアウトルーム　グループ分け

手動でグループ分けする
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ブレイクアウトルーム

ブレイクアウト終了

主催者は各ルームに 
参加することができる
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ブレイクアウトルーム

詳細設定
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画面共有
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画面共有
主催者側　コメントの付け方

44



画面共有

主催者側 
ホワイトボードの操作画面 
受講者側 
画面上部のオプション 
→コメントをつける

基本の操作画面

ホワイトボード
主催者側
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画面共有

主催者側 
ホワイトボードの操作画面 
受講者側 
画面上部のオプション 
→コメントをつける

ホワイトボード

ホワイトボードを表示しています

プルダウンする
受講者側コメントの付け方
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画面共有

主催者側 
ホワイトボードの操作画面 
受講者側 
画面上部のオプション 
→コメントをつける

ホワイトボード

ホワイトボードを表示しています

受講者側
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スケジュールの立て方
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すぐにミーティングを開始する

ミーティングに参加する

管理画面

ミーティングの予約をする

詳細設定

ミーティングのスケジュールを確認



ミーティングの詳細を入力

スケジュールの予約をする
招待方法

のところにチェックを入れる
定期的なミーティングをする場合はチェックを入れる



URLをコピーして参加者に伝える

招待する方法



①クリック

ミーティング開始中の招待方法

②リンクをコピーして参加者に伝える



招待する方法

iPhoneの場合



招待する方法

iPhoneの場合 ココでカレンダーに 
登録される



招待する方法

URLはどこ？

iPhoneの場合

ココは押しません



メモに貼り付けられる

招待する方法

URLはどこ？

iPhoneの場合



都度発行のID

２種類の会議番号（パーソナルＩＤと都度ＩＤ）

パーソナルID123-456-7890



開始するとき
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タイトルを確認して開始する

開始する方法



タイトルを確認して開始する

開始する方法



よくあるトラブル
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音が聞こえない時
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音が聞こえない時
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ハウリングした場合

PCの場合
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ハウリングした場合

「…」をタップし、「オーディオの切断」

「…」をタップし、「オーディオの切断」
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2台目で入室するときに 
ハウリングしない入り方
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動画や音楽を流すときチェックしておく項目
共有・その他
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BGMを流すとき
共有・その他
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iPadの場合
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iPadの場合
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共有

iPadでの参加者の管理画面

共有 
できる 
もの

71



iPad（参加者）　ブレイクアイトルーム

始める 終わる

72


