
シニアのスマホライフ

Zoomでおしゃべり
楽しいミーティング



ビデオ電話やビデオ会議

子・孫との会話 セミナーや会議への参加



今日のトピック

ズームアプリをインストール（１回のみ）

招待を受けてズーム会議に参加する

ズームを操作する



ズームアプリのインストール



アプリとは？

• スマホの場合、ホーム画面に出ているの
がアプリアイコン

• 例： 電話、写真、メール、カレンダー、
地図ソフト、ユーチューブ、インターネッ
トブラウザ、LINEなど

アプリケー
ション （応用）
ソフトウェア

• コンピュータ本体に内蔵
されて、ハードを動かした
り、アプリを動作可能なよ
うにする。

• 例： アンドロイド、iOS、
Windowsなど

基本ソフトウェア



インストール（install）とは？

ある囲い(stall)＝スマホに、入れる(in)こと。つまり、ス
マホにアプリの持つ機能を追加すること。

アプ
リ

インストール
アンインストール



ズームのインストールの手順

アプリ・ス
トアの起動

ズームの
検索

ズームのイ
ンストール

インストー
ルの確認



ズームのインストール
① アプリストアの起動

Android(かんたんスマ
ホ、らくらくホン含む)

以下のアイコンを探し、
Playストアを起動

iPhone

以下のアイコンを探し、
AppStoreを起動



ズームのインストール
② ズームの検索

Android

1. 下でアプリを選び、虫眼鏡（検索）のところのマイクを
たたく

2. 音声の利用を許可し、「ズーム」としゃべる

3. らくらくホンの場合、「機能」ボタンをたたき、「音声入
力」をたたく

iPhone

1. 下で虫眼鏡（検索）(a)をたたき、出てきた虫眼鏡の入
力フィールド(b)をたたき、下から出てくるキーボード
のマイク(c)をたたく

2. 「ズーム」としゃべり、認識候補からZoomを選ぶ

(a)

(b)

(c)



ズームのインストール
③ ズームのインストール

Android

1. ZOOM-One・・・のインス
トールボタンをたたく（タッ
プ）

iPhone

1. ZOOM-One・・・の入手ボタ
ンをたたく（タップ）

2. インストールボタンをたたく
（タップ）

3. 設定により、AppleIDとパ
スワードを聞かれる



ズームのインストール
④ 確認

• ホーム画面にズームのアイコンが出ていることを確認



インストール練習

ホーム画面上でズーム
が入ったことを確認

ズームを入れてみま
しょう



今日のトピック

ズームアプリをインストール（１回のみ）

招待を受けてズーム会議に参加する

ズームを操作する



招待を受ける



招待

•通常、事前に以下のようなメールないしショート・メッセージが送
られてきます。

Zoomミーティングに参加する
https://zoom.us/j/xxx?pwd=xxx

ミーティングID: xxx

パスコード: xxx

リンク

ミーティングＩＤとパスコード

https://zoom.us/j/xxx?pwd=xxx


ミーティング参加の二つの方法

方法１： リンクから

• リンクをたたけ（タップすれ）ば、ズームアプリが起動
し、参加できる

方法２： アプリから

• ズームアプリを起動し、ミーティングＩＤとパスコード
を入力して参加する



リンクから参加する



方法１ リンクから入室する手順

リンクをたた
く

名前を入力
カメラ利用許

可
「ビデオ付きで
参加」を選ぶ

主催者が入室
を許可するの
を待つ（自動
入室の場合も

あり）

音声の回線と
して「Wifiま
たは携帯の
データ」を選ぶ

１回目のみ ２回目以降

１回目は、前
後に追加質問



方法１： リンクから（Android）
入室

• どのアプリで開くと聞かれたら、「zoom」と「常時」を選ぶ

• （初回に限り）名前を聞かれるので、わかりやすい名前を入力する

• （初回に限り） Zoomがカメラ等利用を許可するかを聞かれるの
で、「アプリ使用時のみ」許可する

• 「ビデオ付きで参加」ボタンをたたく

•主催者が入室を許可するのを待つ（設定により自動入室も）

•入室して、「Wifiまたは携帯のデータ」を選ぶ

• （初回に限り） 音声の録音を許可するかどうか聞かれるので、許
可。



方法１： リンクから(iPhone)
入室

• （初回に限り） 名前を聞かれるので、わかりやすい名前を入力する

• （初回に限り） カメラの使用を許可するかに対し、OK

• ビデオ付きで参加を選ぶ

•主催者が入室を許可するのを待つ（設定により自動入室も）

• （初回に限り） マイクの使用を許可するかに対し、OK

• （初回に限り） Siriで使用するかに対し、OK

• （初回に限り） 通知を許可するかに対し、許可

• 「Wifiまたは携帯のデータ」を選ぶ



アプリから参加する



方法２ アプリから入室する手順

ズームを起
動

ミーティン
グへ参加

ミーティン
グIDを入
力

パスコード
を入力

以降、リン
クからの入
室に同じ



方法２： アプリから
① 入室： 起動と参加

1. ズームを起動

2. 「ミーティングに参加」ボタン



方法２： アプリから
① 入室： ミーティングＩＤを入力

1. ミーティングＩＤを入力する

2. 参加ボタンをたたく



方法２： アプリから
① 入室： パスコードを入力

•パスコードを入力、OK。

•以降、方法１の「リンクから」の
入室に相当する手順



リンクから参加する
練習

参加後、左下、マイクがミュート
になっていることをご確認くだ

さい。

招待された会議に、方法１のリン
クから、実際に参加してみましょ

う。



今日のトピック

ズームアプリをインストール（１回のみ）

招待を受けてズーム会議に参加する

ズームを操作する



基本的な操作



主画面の構成

主催者の画面

参加者の画面

しばらくたつと消える。

戻すには、画面のどこ
かをたたく（タップ）



主画面の構成

ここに、入室時の最後の
質問である 「Wifiまた
は携帯のデータ」を選ぶ
ボタンが出ていることも
ある。叩いて「YES」。

この機能アイコンの横
並びは、1画面に収ま
らずに、ボタンを探す
のに、横スクロールが
必要なこともある。



画面の構成

３名以上参加の場合：左へこす
り（スワイプ）、右側の画面を表
示すると、参加者の映像一覧

右へこすり（スワイプ）、左側の
画面を表示すると、マイクオフ、
カメラオフの安全モード画面



マイクのスイッチ

マイクをたたいて、こちらのマイクをオ
ンにしたり、オフにしたり（ミュートとい
う）する。

対面ビデオ電話のときは、常時、オン。

多数が参加しているときは、通常マイ
クをミュートにします（ハウリングが起
きるので）。必要に応じて、特定の人だ
けがオン。



カメラのスイッチ

ビデオカメラの絵をたたいて、
こちらからの映像をオンにした
りオフにしたする。

話をするときはオンにし、休憩
するときはオフにするなど。

アカウントに設
定したアバター

こちらからの
カメラ映像



拍手や挙手で反応してみる

１．詳細ボタンをたたく

２．「拍手」をしてみる。



拍手や挙手で反応してみる

約１０秒で消えます。



拍手や挙手で反応してみる

３．詳細ボタンから入って「手を
挙げる」をたたく。



拍手や挙手で反応してみる

４．やめるには、再度、詳細ボタ
ンから入り、「手を降ろす」をた
たく。



退出

会議が終わったら、
退出ボタンで出る



自己紹介しながら
マイク操作と拍手
の練習

ほかの方は、拍手で反応してください。

自己紹介が終わったらミュート。

順次、マイクをオンにして自己紹介（お名前と、参加
のきっかけや、ズームで何をしたいか等）をします。



あおば ぱそこん横丁
『パソコン何でも相談』

• 本日消化できなかったことを含め、スマホ
の困りごと解決も、御支援いたします。
• 毎週水、土曜日の １３：００～１５：３０

• https://pcyokocho.com/index.php > 
開店日 をご覧ください。

• 電話 ０４５－９０３－９２８１

https://pcyokocho.com/index.php


補足（資料のみ）



補足目次

ミーティングを主催し、招待する

無償の範囲は？

名前を変える

背景を変える



ユーザ登録すると、主催者になれる

サインアップ：
ズームにユーザ
登録する

サインイン：
Googleアカウ
ントやAppleID
でユーザ登録の
代わりとする



サインインの場合



主催者だとこの画面

ミーティング作成
（作成後、ほかの人
を招待できる）

ミーティングをあら
かじめスケジュール
しておくことができ
る。



ミーティング作成からの招待

ミーティング作成
（作成後、ほかの人
を招待できる）



ミーティング作成からの招待の手順

参加者 招待
メールか
ショートメッ
セージを選ぶ

招待を送る



ミーティング作成からの招待

参加者をたたく



ミーティング作成からの招待

招待をたたく



ミーティング作成からの招待

メールかショートメッ
セージで招待を送れる



ミーティング作成からの招待



スケジュールからの招待

ミーティングをあら
かじめスケジュール
しておくことができ
る。



スケジュールからの招待の手順

ミーティングの
設定

スケジュール追
加

追加したミー
ティングの予定
参加者を設定

招待を送る



スケジュールからの招待

ミーティングの設定
画面。保存で進む。



スケジュールからの招待

ミーティングのスケ
ジュール設定。追加
で進む。



スケジュールからの招待

スケジュールした
ミーティングができ
た。これをたたく。



スケジュールからの招待

予定参加者の追加を
たたくと、メールか
ショートメッセージで
招待を送れる



補足目次

ミーティングを主催し、招待する

無償の範囲は？

名前を変える

背景を変える



Zoomを無償で利用できる範囲

•無料で利用できる
• １ＩＤ

• ４０分まで

• 録画はローカルに保存

•有料プランでできる主なこと
• 複数のＩＤ

• 時間無制限

• 参加人数１００人～

• クラウドに録画保存



補足目次

ミーティングを主催し、招待する

無償の範囲は？

名前を変える

背景を変える



名前を変えてみよう

１．参加者ボタンをたたき、参加
者一覧画面へ行く

２．参加者一覧から自分を選択
（たたく）



名前を変えてみよう

３．名前の変更を選ぶ（たたく）

４．別の名前を入力し、ＯＫ、閉じる



名前を変えてみよう

５．参加者一覧で自分の名前が変
わっていることを確認。映像一覧
でも確認してみてください。



補足目次

ミーティングを主催し、招待する

無償の範囲は？

名前を変える

背景を変える



背景を変えてみよう

この機能は、パソコンか最近のiPhoneでのみサ
ポートされています。アンドロイドスマホおよび古い
iPhoneでは動きません。



背景を変えてみよう

１．詳細ボタンをたたく

２．「背景とエフェクト」を選ぶ（たたく）



背景を変えてみよう

３．背景、フィルター、アバターの
３つの選択肢がある。まず背景の
ぼかしを入れてみよう

ぼかし



背景を変えてみよう

４．フィルターでなんか選んでみよう



背景を変えてみよう

５．アバターでなんか選んでみよう。
「X」で元のズーム画面に戻ります



背景を変えてみよう

６．フィルター、アバターをなしに戻
し、背景に戻る。

７．「＋」ボタンをたたく。

８．ギャラリーにアクセスしていいか
と聞かれるので許可し、写真を選ぶ。
背景に追加される。



背景を変えてみる

９．追加した背景を選ぶ。「ｘ」で元の
ズーム画面へ戻ります
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