
ズームを使ってみよう！
⼭⼝あずさ
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Zoomって何？
• Zoomはパソコンやスマホを使ってリモート会議ができる

ビデオ会議ツールです。

と⾔われても？？？

Zoomって何？Zoomはパソコンやスマホを使ってリモート会議ができるビデオ
会議ツールです。要するに、インターネットを通して、遠く離れたところ
にいても、会議ができるということです。
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画⾯の向こうの⼈とお話できる

画⾯の向こうの⼈と、お話ができます。
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スマホでもOK

スマホでもOKです。
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ということは、コロナでも孫と話せる！

コロナ感染リスクゼロ！交通費無料！
ということは、コロナでも孫と話せる！ということです。コロナ感染リスクも
なければ、交通費もかかりません！

5



同窓会だってできる！

コロナ感染リスクゼロ！交通費無料！
同窓会だって、できるんです！
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講演会にも参加できる！

コロナ感染リスクゼロ！交通費無料！
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では、zoomの準備をしましょう
• Windows（ウィンドウズ）版Zoomデスクトップアプリの

インストール

デスクトップって何さ
アプリって何さ
インストール？？？

では、zoomの準備をしましょう。みなさんは、windowsをお使いだと思います
ので、windows版zoomデスクトップアプリをインストールしなければならない
のですが、
デスクトップと、⾔われても分からないかもしれません。アプリ、ますますな
んのことでしょう。第⼀、インストールっていったいなんのことなのか。
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デスクトップというのは、こういうやつ
です。そうです。パソコンのことです。

デスクトップというのは、こういうやつです。そうです。パソコンのことです。
パソコンには、持ち運びのできるノートパソコンとデスクトップパソコンがあ
りますが、デスクすなわち机、そのトップですから上ですよね。机の上パソコ
ンということです。
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アプリはアプリケーションソフトウェア
の略です。
• Zoomデスクトップアプリとは、すなわち、Zoomを使えるよう

にするソフトウェアです。

アプリがなければただの箱

デスクトップアプリというときは、ノートパソコンでもデスクトップでも同じ
ことです。アプリはアプリケーションソフトウェアの略です。
Zoomデスクトップアプリとは、すなわち、Zoomを使えるようにするソフト
ウェアです。
パソコンは、アプリがなければただの箱なんですね。
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インストールとか⾔われても。。。
• コンピューターで、ソフトウエアなどを導⼊・設定して実際に

使⽤できるようにすることです！

ただの箱がズームが使える箱になる！

インストール

インストールとか⾔われても、分からないかもしれません。インストールとは、
コンピューターで、ソフトウエアなどを導⼊・設定して実際に使⽤できるよう
にすることです！
ソフトウェアをインストールすることによって、ただの箱がズームが使える箱
になるんですね。
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Zoomアプリのダウンロードサイトに
⾏ってみる
• ダウンロードサイトに⾏く？どこ？

ここです！
https://zoom.us/download

インターネット上の
住所です！
URLと⾔います。

クリックすることによって、
瞬時に「⾏く」ことができます。

クリック
マウスを⼈差し指で
押すこと

アプリをダウンロードするには、ダウンロードサイトに⾏かなければなりませ
ん。しかし、ダウンロードサイトに⾏くと⾔われても⼀体どこにいけばいいの
かと思われるかもしれません。
ダウンロードサイトに⾏くには、このhttpと書いてある⽂字列をクリックすれば
いいのですが、この⽂字列のことをURLと⾔います。
インターネット上の住所と考えてください。わたしは⻄東京市向台町に住んで
いますが、わたしの住所が世界で⼀か所しかないように、インターネット上の
住所も世界中で⼀か所しかありません。コンピューターの世界では、数字で表
されるのですが、少しでも分かりやすいようにこのような名前が付けられてい
ます。httpsと書いてありますが、ここに続けてzoomとあります。
この点をドットと呼びますが、その後に、USとあります。Zoomはアメリカの
会社なんですね。そして、downloadとあります。そうです、ダウンロードしに
⾏くのでしたね。
マウスをクリック、この左側のところを⼈差し指で押すことによって、zoomの
ダウンロードサイトに⾏くことができます。
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https://zoom.us/downloadをクリックすると

ここをクリック！

URLをクリックすると、この画⾯が出てきます。そして、ダウンロードという
ボタンをクリックすると、ダウンロードされるわけです。
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ダウンロードされたインストーラーを
クリック

ここをクリック！

「.exe」がインストーラー
拡張⼦といいます

右下のところに、exeファイルが出てきました。このドットexeというのがイン
ストーラー、つまりインストールするためのファイルなんですね。
このexeというのは覚えておいてください。インストールするということは、コ
ンピューター⼤きな影響を与えることになりますので、実はexeファイルという
のは危険なのです。
もちろん、今、ここに表⽰されているのは、アメリカのzoom社のサイトが提供
している信頼のおけるものなので、これに関しては躊躇なくクリックして⼤丈
夫なのですが、
もし、メールにexeファイルが添付されてくるようなことがあったら、まずは
疑ってみる必要があります。
zoomアプリをインストールするためには、このexeファイルをクリックする必
要があります。
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インストールが開始され、すぐに終わる

出てくる

インストールが開始されて、Zoomという表⽰が出てきます。インストールはす
ぐに終わります。これで、zoomが使えるようになりました。
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Zoomの主催者から送られるメール
• ⼭⼝あずささんがあなたを予約されたZoomミーティングに招待しています。

• トピック: Zoom meeting invitation ‒ シニア勉強会のZoomミーティング
• 時間: 2022年8⽉28⽇ 03:00 PM ⼤阪、札幌、東京

• Zoomミーティングに参加する
• https://us06web.zoom.us/j/85225925464?pwd=NmpIVFlPZEpaMDZKVGJYVUJkd1lnUT09

• ミーティングID: 852 2592 5464
• パスコード: 570089

• Skype for Businessで参加
• https://us06web.zoom.us/skype/85225925464 特に必要のない情報です

ここをクリックすればOK

みなさんのところには、Zoomの主催者からメールが送られてきます。
このメールには、「⼭⼝あずささんがあなたを予約されたZoomミーティングに
招待しています。」とあります。
「シニア勉強会のZoomミーティング」のご案内です。
今⽇、8⽉28⽇の3時からミーティングがあります。「⼤阪、札幌、東京」とあ
りますが、これはこの場所での時間ですよということです。
⽇本だと国内で時間が変わることはありませんが、⼤きな国だと、国内で時間
が変わるので、このように地域の名前も書いて、誤解のないようにしているわ
けですが、⽇本の⼈にとっては、返って分かりにくいかもしれません。とりあ
えずは、気にしなければいいということです。
zoomミーティングの時間になったら、この⻘い⽂字をクリックします。
メールなどで、このように⻘くなっているところは、ハイパーリンクと⾔って、
リンク先に⾶んで⾏く設定がなされています。
この⽂字をクリックすると、zoomのサイトが開きます。
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Zoomサイト

これはインターネットのブラウザの画⾯です。
今、⾚く囲んだところを窓といいます。これを⼤きくしてみましょう。
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Zoom Meetingsを開く

Zoom Meetingsを開きますか？と聞かれています。
今、⾚で囲んだところをクリックして、Zoom Meetingsを開きましょう。
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zoom画⾯が開きました

zoom画⾯が開きました。
今、⾚で囲んだところはぜひ覚えておいて欲しいのですが、ここで、⾳声と画
像を操作することができます。
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⾳声と画像

左側のミュートというのは、消⾳のことです。
Zoomでは、他の⼈が話しているときは、ミュートにしておくのがマナーです。
なので、⾃分が話すときはミュートを解除することになります。
また、ビデオの表⽰もオンオフが可能です。
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Zoomの主催者から送られるメール
• ⼭⼝あずささんがあなたを予約されたZoomミーティングに招待しています。

• トピック: Zoom meeting invitation ‒ シニア勉強会のZoomミーティング
• 時間: 2022年8⽉28⽇ 03:00 PM ⼤阪、札幌、東京

• Zoomミーティングに参加する
• https://us06web.zoom.us/j/85225925464?pwd=NmpIVFlPZEpaMDZKVGJYVUJkd1lnUT09

• ミーティングID: 852 2592 5464
• パスコード: 570089

• Skype for Businessで参加
• https://us06web.zoom.us/skype/85225925464 特に必要のない情報です

この情報からzoomアプリで接続できます

この画⾯は先ほどお送りしたのと同じ画⾯です。
先ほどは⻘い字のところをクリックしましたが、今度は違うやり⽅で、zoomに
アクセスしようと思います。
たとえば、zoomの情報を実際にzoomに接続するのと違うコンピューターで受け
取ったり、あるいはチラシなどで、情報を知ることがあります。
その場合は、このミーティングIDとパスコードを⽤いて接続することができる
のです。
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Zoomアイコンをクリックし
ミーティングに参加

パソコンの下の⽅にあります

Zoomアイコン

タスクバー

パソコンの下の⽅に、タスクバーが表⽰されていると思います。
zoomアイコンをクリックして、ミーティングに参加してみましょう。
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Zoomアイコンをクリックし
ミーティングに参加

ここをクリック！

こんな画⾯が出てきますので、ミーティングに参加をクリックします。
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ミーティングに参加

主催者から送られた
ミーティングIDを⼊れる

じぶんの名前を⼊れる
（任意の名前）

「参加」をクリック

上の⽅に主催者から送られたミーティングIDを⼊れましょう。下の⽅に名前を
⼊れます。本名を⼊れてもいいですし、特に本名である必要がない場合は、
ニックネームでもマリリン・モンローでも、なんでも構いません。⼊れ終わっ
たら「参加」ボタンをクリックします。
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パスコードを⼊れる

主催者から送られた
パスコードを⼊れる

「ミーティングに参加」をクリック

次にパスコードを⼊れます「ミーティングに参加」をクリックすると、
Zoomに接続されます。
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メールに関する注意！
• メールに記載されたURLをクリックするときには、注意が必要です。下記

をチェックしましょう！
1. 信頼できる送信元である。
2. 知り合いからのメールでも、なりすまし、の場合がある。
3. 信頼できるはずの有名な会社からのメールでも、なりすまし、

の場合がある。
• チェックポイント
1. 変な⽇本語ではないか？ ←海外からの詐欺メールです
2. 送信元のメールアドレスが変なアドレスではないか？ ←詐欺です
3. 脅しのようなことが書かれていないか？ ←詐欺です
4. 知らない⼈からのおいしい相談（遺産が⼊ったので相談にのって欲しい

など） ←詐欺です。

最後に、メールに関する注意をお伝えします。
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じぶんがZoomの主催者になる
• じぶんが主催者になるためには、サインアップ（登録）が必要です。

必要になったら、またの機会にご説明します。

ご清聴ありがとうございました。

今⽇ご説明したのは、主催者からzoom会議に招待された場合です。これから先、
みなさんが主催者になる必要が出てくるかもしれません。その場合はまた別途
ご説明します。ご清聴ありがとうございました。
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