
オンライン研修
受講者マニュアル

公益財団法人ふくしま自治研修センター
令和３年度 オンライン研修 ご受講の皆様へ



本資料の使い方

はじめに

このたびは研修にご参加いただきありがとうございます。

本資料はオンライン環境での研修実施にあたり、研修参加前に確認いただきたい点や、

研修で使用するWeb会議ツール「Zoom」の基本操作について記載した研修参加者向けマニュアルです。

以降のページを適宜事前にご確認のうえ、当日、紙に印刷したものを持参してください。

本資料の内容と位置づけ

「1. 事前にお願いしたいこと」（P3～）

研修参加前に必ず確認し、研修へご参加ください。

「2. 研修参加時の操作について」（P12～）

研修当日は、この部分を確認しながら研修に参加してください。

（研修開始30分前までを目途に確認を済ませておきましょう）

「3. 研修参加中の操作について」（P26～）

研修当日は、この部分を確認しながら研修に参加してください。

（研修開始30分前までを目途に確認を済ませておきましょう）
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１．事前にお願いしたいこと

２．研修参加時の操作について

３．研修参加中の操作について

Table
of

Contents
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～研修参加前の確認事項～

１. 事前にお願いしたいこと
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～今回Zoomを初めて使う人向け～

Zoomアプリをインストールする

Zoom最新版をPCへインストールしましょう

今回初めてZoomを使うという方は、ZoomのWebサイト(https://zoom.us/download#client_4meeting)

からアプリをインストールしましょう。（Zoomを既にインストールしている方は本ページは読み飛ばし

てください）

ZoomのWebサイトから
「ミーティング用Zoomクライアント」
をダウンロード

アプリがインストールできたらサインアップを

行ってください。
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～普段zoomを使っている方向け～

Zoomアプリのバージョンを確認する

Zoomを最新版にアップデートして参加しましょう

普段zoomを使っている方は、自分のPCにインストールしているアプリが最新版か確認しましょう。

（Zoomを今回初めてインストールした方は本ページは読み飛ばしてください）

アカウントの
アイコンを
クリック

アップデートを確認
※アップデートがあ
る場合は更新ボタン
を押す

Zoomアプリを立ち上げ、
サインインをクリック

登録時に設定した「メール」
と「パスワード」を入力

※容量の関係上、ＺＯＯＭアプリをインストールしての接続

を推奨いたします。尚、セキュリティ上ＺＯＯＭアプリをイ

ンストールすることが難しい際にはWebブラウザから接続し、

参加いただくことも可能です。（P.19～）
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併せてPCを最新のバージョンに
更新してください。
（Windows Update等）



開始１５分前を目処に研修へ入る

慌てて研修に入ると思わぬトラブルが発生することがあります

１０分前には準備を整えておく

研修スタート時は通信がうまくいかなかったり、音
声が聞こえないなどのトラブルが起こりがちです。

そのため、参加者の皆さんは30分前を目途に

Zoomに入り、10分前までには研修開始直前の確認

事項（P12～）を済ませておくようにしましょう。

ビデオやマイクに注意

Zoomに参加後、ビデオや音声の通信状態が問題

ないことを確認したら、皆さんは研修開始まで

ミュート（音声なし）、映像オフの状態で待機

しておきましょう。ミュートを忘れていると、

職場や自宅の音が他の参加者や講師に入って

しまいますので注意が必要です。

全員が
スタート時に
揃わないと

進行できません
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コンプライアンスマインドを持って参加する

研修教材や映像のコピー・レコーディングは違法です

研修がオンライン化（データ化）されることで、参加者の皆さんはこれまでより格段に研修コンテンツ

を様々な形で入手・転用しやすくなります。しかしながら、研修団体が提供するコンテンツは著作権等

で保護されており、以下のような行為は違法となります。皆さんが所属する組織の一員として、コンプ

ライアンスマインドを意識した節度ある参加をお願いします。

＜違法行為の一例＞

① 研修コンテンツをコピーし、別の場所へ流用したり拡散すること

② 研修映像をレコーディングして再利用すること

（もしくは、本来の使い方とは違う使い方をすること）

③ 研修講師やスタッフの個人情報を無断で拡散すること

④ 受講する資格がないのに受講すること ･･･など
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当日の準備物

以下のものを必ず当日、ご用意ください。

１. 筆記用具、ノートもしくはメモ用紙

２. 印刷した研修テキスト

３. 印刷したユーザーズマニュアル（この資料）
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使用デバイスやネットワーク環境の確認

■使用デバイスの確認
学習効果の観点や投影スライドの視認性を鑑みて、今回の研修は原則としてＰＣ
からの参加をお願いします。
また、演習場面では他の受講生や講師とオンライン上で討議を行っていただくた
めマイク（必須）、カメラのご用意をお願いいたします。
（※どうしてもＰＣの手配が難しい場合はタブレットにて、それでも難しい場合
はスマートフォンからの参加も可能です。）

■ネットワーク環境の確認
ネットワーク環境安定性の観点から、できるだけ有線ＬＡＮ経由でアクセスして
ください。
難しい場合は庁内やご自宅等のWi-fiを利用してのご接続となりますが、ネット
ワーク速度につきましては事前に次ページのテストサイトにてご確認をお願いし
ます。

接続する際のデバイス（媒体）やネットワーク環境の整備をお願いします
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通信環境を整えておく

Zoomの通信テストを行う

１．リンクからzoomのサイトに入り、テストミーティングに参加してください。

⇒https://zoom.us/test

※サイトアクセス後は指示に従ってテストを行ってください
※自動でテストが行われない場合は、以下のどちらかを試してください
①自分でzoomのミーティングを立ち上げてオーディオ設定画面、カメラ設定画面からスピーカー、マイク、カメラの

テストを行う
②zoomの設定画面を開き「ミーティングへの参加時に、自動的にコンピューターでオーディオに参加」のチェックを

外してからテストサイトに再アクセスする

研修当日に向けてzoomのインターネット接続テストを行っておきます。（必ず本番で使用するものと
同じ媒体で行ってください。イヤホンマイク等を使う場合も本番と同じ装備でテストしてください）

２．ご自身のインターネット環境が問題ないか、速度測定サイト等で確認してください。

（参考）USENのスピードテストサイト⇒ https://speedtest.gate02.ne.jp/

上記サイトの判定結果のうち「ビデオ会議」が「快適」だと比較的安定します。
研修当日に安定した環境でアクセスできるように準備をお願いします。
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受講環境を整えておく【重要】

落ち着いて参加できる環境を確保しましょう

１. 会議室などが利用できる場合
自席では周囲の声や電話などが気になり、研修に集中することが難しくなります。
会議室などを利用し、研修に集中できる環境からのご参加をお勧めします。
使用する部屋は、必ずしも個室である必要はなく、打合せスペース等が使用できる
場合はそれでも構いません。
研修の中ではグループ討議を行います。そのため、もしも複数名が同じ会議室を利
用して参加する場合には、できるだけ席を離して座る、パーティションを挟むなど、
個別に参加する状態に近づけるよう、環境設定にご協力ください。

２. 自席から参加する場合
会議室などが確保できず自席から参加する場合には、マイクが周囲の音を拾わない、
講師や他参加者の声を周囲に流さないために、マイクつきイヤホン等のヘッドセッ
トのご使用をお勧めします。
また、研修の中ではグループ討議を行います。皆さんが発言する時間もありますの
で、事前に周囲の方に説明しておいてください。
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～研修開始直前の確認事項～

２. 研修参加時の操作について
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ＺＯＯＭアプリをインストールして

ご参加いただく方向け
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Zoomミーティングに参加する
https://xxx.zoom.us/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ミーティングID: 999 999 9999
パスワード: xxxxxxx

事前にメール等で送られたURLにアクセスする

一時的にブラウザ画面が起動しますが、何もせずに待機しているとzoomが起動し
ます。このまま止まっている場合はダウンロードを実行して進めてください。

（ブラウザ画面）何もせずに待機する

事前に事務局から送付された案内に記載されたURLをクリックしてください。

（zoom起動）

「ビデオ付で参加」と「コンピューターのオーディオで参加」をクリックする

ダイアログボックスが出てきた場合にクリックしてください。

※Zoomがインストールされていない場合はアプリが自動ダウンロードされます。
インストール完了後に「ミーティングに参加」画面で、事務局から案内されている
ミーティングID（左記）と研修参加氏名を入力して「参加」ボタンを押下します。

【Zoomアプリからの参加】
基本操作 ❶ Web会議システム『Zoom』の起動

事前に案内されているURLをクリックし、研修に参加する
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自分の画面



【Zoomアプリからの参加】
基本操作 ❷ カメラの起動の確認

ビデオのON／OFFを切り替える

ビデオマークが になっている場合は、クリックして解除するとカメラが起動します。
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自分の画面
他の参加者の画面



ご自身の顔が映っている画面の右上にカーソルを移動させると、下記写真のボタンが出現します。右上に

ある、 ボタンを押してください。場合よっては画面下の「参加者」を選択し、右側に表示されるところ

から自身の画面の ボタンを押してください。

研修中の名札代わりになります。お名前は、名簿に記載の【番号、所属団体名、職員名（グループ参加の

場合は人数）】でご入力ください。 ※例：A-1【ｼﾞﾁｹﾝ ﾀﾛｳ】福島市

C-3【川俣町】14人

「名前の変更」を押す

※名前は６文字程度しか表示さ

れない可能性があります

名前を編集し、最後に

「OK」ボタンをクリックする

【Zoomアプリからの参加】
基本操作 ❸ 自分の表示名の変更

他の参加者からもわかりやすい名前に変更する
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サンプル受講者名簿

1 個人 1 福島市 自治研　太朗 総務課 副主幹 本庁

2 グループ 5 福島市 支所

3 グループ 14 川俣町 本庁

職員名 勤務箇所名 職名 受講場所
番
号

受講形態
受講
人数

所属
団体名



Zoom画面の左下のマイクの右の三角をクリックすると「オーディオ設定」の設定画面が開きますので、
スピーカーの出力レベルを調整してください。講師や他の受講者の声が聞きとりにくい場合も、この設
定を確認してください。

スピーカーの出力レベル設定

【Zoomアプリからの参加】
基本操作 ❹ スピーカーの出力レベルの調整

スピーカーの出力レベルを調整する
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・「ビデオOFF（音声のみ）」で参加している人は、非表示にすることができます。

下部のメニューバーにあ
る「ビデオ」アイコン横
の矢印をクリック

「ビデオ設定」を選択

「ビデオ以外の参加者を非表示」にチェック
※再度表示したい場合はチェックを外す

ビデオON以外の参加者が非表示になる

【Zoomアプリからの参加】
基本操作 ❺ ビデオの設定

ビデオ以外の参加者を非表示にする
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自分の画面

自分の画面

ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ
他の参加者の画面



ZOOMアプリをインストールすることが難しい
（Webブラウザからご参加いただく）方向け
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【Webブラウザからの参加】
基本操作❶ ミーティングルームに入る

招待URLのリンクをクリックし、ブラウザでミーティングルームに入りましょう

Zoomをブラウザから立ち上げる際のご説明となります。推奨するブラウザはGoogle Chrome/Microsoft 

Edgeです。（※Internet Explorerでも可能ですが、ZOOMと親和性の高いChromeかEdgeを推奨しま

す。）ミーティングルームへの招待URLをクリックいただくと添付イメージの画面へと移行します。その

後赤枠の「ブラウザから起動してください」をクリックしてください。

Zoomミーティングに参加する
https://xxx.zoom.us/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ミーティングID: 999 999 9999

パスコード: xxxxxxx
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【Webブラウザからの参加】
基本操作❷ 名前を入力する

研修中に表示される自身の名前を入力しましょう

研修中に表示させる自分の名前を入力いただきます。研修中の名札代わりになります。お名前は、名簿に

記載の【番号、所属団体名、職員名（グループ参加の場合は人数）】でご入力ください。

※例：A-1【ｼﾞﾁｹﾝ ﾀﾛｳ】福島市

C-3【川俣町】14人

※この表示が出た場合はチェックボックスにチェックを入れ、参加をクリックしてください。
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サンプル受講者名簿

1 個人 1 福島市 自治研　太朗 総務課 副主幹 本庁

2 グループ 5 福島市 支所

3 グループ 14 川俣町 本庁

職員名 勤務箇所名 職名 受講場所
番
号

受講形態
受講
人数

所属
団体名



【Webブラウザからの参加】
このような場合は・・ 【ケース１】

「私はロボットではありません」にチェック後に出てくる現象に対応しましょう

前ページのようにチェックを入れた際に、右図のような写真が

出ることがございます。こちら写真上部（添付画像は信号機）のお題を

全部選択し、スキップを押していただければ次に進みます。

※写真は、バイク、バス、踏切、標識など複数タイプございます。

ミーティングルームに入る際にパスワードを

求められましたら、11ページに説明がある

招待URLに記載されているパスコードを入力ください。
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【Webブラウザからの参加】
このような場合は・・ 【ケース２】

Microsoft Edgeでアクセスする場合の注意点

Microsoft Edgeでブラウザを立ち上げる場合、ご自身のMicrosoft Edgeが最新バージョンになっているか

ご確認ください。古いバージョンの場合以下のような画面に移行してしまいZoomを立ち上げることがで

きません。

最新のMicrosoft Edgeのアイコンは このようになっております。

古いバージョンをご使用の方は、Microsoft Edge上でhttps://www.microsoft.com/ja-jp/edgeにアクセスいた

だきバージョンアップをお願いいたします。バージョンアップ後に再度招待URLにアクセスください。
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【Webブラウザからの参加】
基本操作❸ Zoomの設定～カメラ～

ビデオが開始になっていなければ、開始にしてカメラを起動する

ビデオマークが になっている場合は、クリックして解除するとカメラが起動します。

研修中はビデオ機能をオンにしてください。
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Zoom画面の左下のヘッドホンマークをクリックすると
「コンピューターでオーディオに参加」という表示が
画面中央に出てきますので、クリックしてください。
ヘッドホンマークがマイクのマークに変わります。

マイクマーク右隣の△をクリックし、「システムと同
様」又は設定したい機器になっているかどうか確認し
てください。

【Webブラウザからの参加】
基本操作❹ ～マイクの設定～

マイクの設定
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～研修開始後の確認事項～

３. 研修参加中の操作について
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研修参加中の操作①

この研修で使うZoomの基本操作

講師画面

自分の画面

①マイクの
ミュート操作

③チャット

①マイクのミュート操作
クリックすると他の会場に音声が
伝わらなくなります。
（再度クリックすると元に戻ります）

基本は講師の指示があるまでは
ミュートの状態でお願いします。

ミュートが
かかった状態

③チャット

操作や補足情報の連絡、質疑、
発表等に使用します。

チャットアイコンをクリックするとチャットウィンドウが開く
②参加者
一覧

②参加者一覧

研修会場にいる他の受講者の
名前が表示されます。

（再度クリックすると元に戻ります）
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ZOOMでは、声を発する方の画面がスピーカー画面に映ります。講義中は講師が話しますので、皆
さまはミュートでお願いします。ご自身が発言する際や、グループワークの際はミュートを解除し、
お話してください。

研修参加中の操作②

講師の講義を聴くとき・自身が発言をするとき

スピーカー 班に分かれてのグループ
ワークの際は、参加者リ
ストからグループメン
バーのお名前を確認する
ことができます。
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①講師の講義中はPCのマイクを「ミュート」に設定してください

クリックすると他の会場に音声が伝わらなくなります。
（再度クリックすると元に戻ります）

←ミュートが

かかった状態

②通信障害など、トラブルが発生したときの対処をご確認ください。

・今回は多くの受講生が参加することもあり、研修進行上個別のトラブルには対応できかねる

可能性があります。

・通信状態が悪くなった場合などトラブル発生時は以下の連絡先へ。事務局が対応します。

・誤ってミーティングを退出してしまった場合は、受講開始時にアクセスした方法でzoomに入り
直してください。

・通信障害や復帰できないときの緊急連絡先:

ふくしま自治研修センター 教務部 TEL:024-593-5713

研修参加中の操作③

その他、お願いしたいこと
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研修参加中の操作④

グループワークを行うときは 『ブレイクアウトセッション』

グループワーク前後の状態

グループワーク中の状態

『ブレークアウトセッション』

講 師

受講者

講 師

グループDグループCグループBグループA

グループワークを進める際には、一時的に他のグループと隔離した

状態になります。これを『ブレイクアウトセッション』と言います。

（ブレイクアウトセッションの開始・終了は講師側で操作します）
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研修参加中の操作⑤

ブレイクアウトセッションの開始

ブレイクアウトルームへの移行完了

講師からメッセージが来るので
参加をクリック

■ 注意点

・グループ内で役割分担を明確に

（進行役・議事録・タイムキーパー）

・時間はフル活用する。勝手にブレイクアウ

トセッションを終わらせない。

（終了１分前に案内が出ます）

・一度退出してしまうと、元のグループ

に戻れないので要注意！

グループで課題に取り組む
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研修参加中の操作⑥

ブレイクアウトセッション中

講師が巡回で入ってくると画面に表示される

講師が話し合いの様子を見に入ってくることがあります。
その際は、画面上に講師が表示されています。 講師が入ってきている時は表示される

ヘルプ機能で講師を呼ぶことができる

講師に質問や確認したいことがあるときは、ブレイクアウト
セッションに招待して入ってもらうことができます。
（講師は別途巡回も行います）

終了1分前にメッセージが出る

メッセージ表示から60秒経過すると強制終了してもとの会場
に戻ります。作業を終わらせましょう。
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