
-1- 

 

2022．2月作成 

 

 

<目次> 

１頁 〈1〉 接続方法 

２頁 
〈2〉 受付方法・受講確認方法 

〈3〉 研修会中の操作等 - 基本的な操作 

３頁 〈４〉 研修会中の操作等 - 演習がある場合の操作 

４頁 
〈５〉 講義中の質問方法 

〈６〉 終了方法 

5頁 

〈７〉 研修会途中で受講を終了する方法 

〈８〉 トラブル時 

〈９〉 接続テストについて 

6頁 
接続時のチェック項目 （接続テスト・受講日） 

問い合わせ先 

 

 〈1〉 接続方法   

1． 「研修会当日アクセス用ミーティング ID／パスコード通知書」に記載されたミーティング ID とパスコードを使

用し、受付時間内に接続してください。 （※接続テスト用と異なりますので、ご注意ください。） 

 

２． Zoomへの接続方法 

 

（1） Zoomアプリを立ち上げます。 

 

（2） ①～⑥のとおり入力、クリックします。                            

                                      

 

 

  

 

 

（3）  ビデオ付きで参加 、 コンピューターでオーディオに参加 をクリックします。 

 

（4） 協会で参加者を確認していますので、接続までお待たせする場合がありますが、そのままお待ちください。 

3． サムネイル画面の下の表示名を確認する。 

接続しましたら、自分の顔が映っている画面（サムネイル画面）の下の表示名が「受講番号 氏名（フルネームカ

タカナ）」になっていることを確認してください（施設の場合は「施設名（参加人数）」）。違う表示名になっている

場合は、訂正を行ってください。 

※訂正の方法：サムネイル画面の右上の     をクリック→「名前の変更」で訂正できます。 

Web研修の視聴にあたって＜受講時編＞ －研修会の参加方法－ 

                                   （接続テストについては５頁〈9〉へ）  

 

  

②ミーティング IDを入力 

③受講番号、氏名（フルネーム、カタカナ）を入力 

④クリック 

 

⑤パスコードを入力 

①クリック 

 

⑥クリック 

 

※1台の機器で同一施設の複数名が参加される場

合（施設参加）、 ③には「施設名（参加人数）」を

入力してください。 例：〇〇病院（３） 

（1人 1台の機器を必須とする研修では不可） 



-2- 

 

  

 〈2〉受付方法・受講確認方法  

1． 研修開始前に、受付をします。 

チャットから受講番号・氏名（フルネーム、カタカナ）を入力・送信してください。  （１回目の送信） 

  ＜チャットの使用方法＞ 

  （1）画面下の「チャット」のアイコンをクリックすると、チャットの画面が開きます。 

  （2）送信先（受付/受講確認時は、「ホスト（ホスト）」「〇〇〇（ホスト）」宛）を確認します。 

  （3）下方の「ここにメッセージを入力します…」に、受講者番号、氏名（フルネーム、カタカナ）を入力し、 

送信してください。パソコンの場合は「enterキー」を押すと送信できます。 

（4）チャット欄に送信した内容が反映されていると、送信済です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 研修開始後も受講確認のため、下記の時間に、チャットから受講番号・氏名（フルネーム、カタカナ）を入力・送

信してください。 

   ①昼休憩時の講義開始前（昼休憩がある研修のみ） （２回目の送信） 

   ②研修会終了後、退出する前 （３回目の送信） 

 

＊1台の機器で同一施設の複数名が参加される場合は、チャットに参加者全員の受講番号・氏名（フルネーム、

カタカナ）を入力・送信してください。また、サムネイル画面には全員が映るようにしてください。 

但し、参加者 1名に付きパソコン等機器 1台を必須としている研修もありますので、必ず開催要領を確認して

ください。 

＊出席確認は、チャットの受信記録により行います。所定の文言の受信記録がない場合、出席とみなしません。 

集合研修参加者と同様に、4/5以上の出席者はキャリナースの研修受講履歴へ登録します。 

 

 〈3〉 研修会中の操作等 - 基本的な操作  

1． 基本的な操作 

① マイクは常に「ミュート」にしてください。 （入室時はミュートになっています） 

    発表や質問等での発言に限り、該当の方のみ「ミュート」を解除してください。（マイクマークをクリックして赤い

斜線をはずす。） 

② ビデオは休憩時間以外、常に ONにしてください。（ご自身の顔が映った状態） 

ビデオマークをクリックすると赤い斜線が入り、ビデオが OFFになります。 

③ 講義が開始されると、画面に講義用スライドが映ります。その際、画面上に表示されている講師等の画面 

（サムネイルビデオ）を講師のみ映るように、下記の通り、各自画面表示を変更してください。 

④ レコーディングボタンは使用できません。 

← 常にこの状態 

 

(1)クリック 

← 常にこの状態 

 

(3)ここに入力して送信 

 

(2)送信先を  で選択します。 

(4)反映されれば、送信済み 

＊通常、研修中は、受付を含め１日３回受講確認をチャット送信します。 
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２． パワーポイント等のデータが表示している時の画面調整方法 

  ＜サムネイルビデオ［講師のみ］の表示方法＞  ※〈表示方法⑵〉の方がスライドを大きく視聴できます。 

〈表示方法（１）〉 画面右上の        をクリックし「左右表示：スピーカー」を選択する。 

〈表示方法（２）〉 画面右上の        をクリックし「標準｣を選択する。さらに        をクリックし、｢全画面表示の   

開始｣を選択する。表示されたサムネイル画面上部の黒いバーの左から 2番目の    をクリック 

する。 

                 （黒いバーをクリックしたままカーソルを動かすと画面の位置を移動できるので、 

                  見やすい場所へ移動しましょう。）      

 

 

 〈4〉 研修会中の操作等 - 演習がある場合の操作  

１． 演習がある場合の操作 

 演習は、ブレイクアウトルームという、演習グループメンバーのみが参加する画面に移動して行います。 

① 講師または事務局からの説明後、移動します。基本的には自動で移動しますが、ご自身で移動していただく

場合もありますので、その都度お伝えします。 

② ブレイクアウトルームに切り替わると演習グループメンバーの顔が表示されます。 

③ 「ミュート」を解除して（マイクマークをクリックし、赤い斜線をはずす）、演習を実施してください。 

④ 演習終了時は、自動的に元の画面（メイン画面）に切り替わります。戻った後は、マイクが「ミュート」になって

いるかを確認してください。 

 

２． 演習時の留意事項 

① 演習では、パソコン等機器を 1人 1台準備し、参加者の顔が映る状態で操作していただく必要があります。 

② 演習では、双方向のやり取りを行います。事前に下記＜マイクのテスト方法＞を参照のうえ、テストを行うことを

お勧めします。 

③ 同一部屋で複数人が演習に参加する場合は、お互いの音を拾わないよう、参加場所の間隔を空け、マイク付き

イヤホンまたはヘッドセットを使用してください。 

 

＜マイクのテスト方法＞ 

       (1)            ←をクリックし、                 をクリックします。 

  

 

       (2)  

   

 

 

 

 

 

  

ここをクリックすると、マイクのテストができます。 

ここでマイクの選択が

できます。 
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３． 演習時にトラブルがあった場合 

  ブレイクアウトルームに移ると、講師や事務局は、ルームに参加しない限り中の状況を確認することができませ

ん。演習を行うにあたり、他の参加者の声が聞こえない、自分の声が届かない、画像が映らない等のトラブルが

ありましたら、以下のいずれかの対処をお願いします。 

 ① ルームメンバーの誰か一人が、          をクリックする。事務局にヘルプが届きますので、順次ルームに訪問

して対応を行います。（他のルームの対応のため遅れる場合があります。） 

 ② ｢研修会当日アクセス用ミーティング ID／パスコード通知書｣に記載した携帯電話番号へ連絡する。（上と同様、

対応をお待ちいただく場合があります。） 

 ③ トラブルが起きている本人が、下の手順で一度ブレイクアウトルームを退室してメイン画面へ戻り、直接事務局

に伝える。 

 

 

 

 〈５〉 講義中の質問方法   

１． チャットで質問をしてください。（質疑応答の時間に、直接質問できる場合もあります。） 

  何も説明がない場合は、ホスト宛に質問を送ってください。送信先を変更する場合は、その都度説明します。 

＊チャットで質問した内容は、講師および事務局のみ閲覧しています。 

 

  ① 画面下の「チャット」のアイコンをクリックすると、チャットの画面が開きます。 

  ② 送信先を指定します。 

  ③ 「ここにメッセージを入力します…」に、受講者番号・氏名（フルネーム・カタカナ）を入力し、 

その後、続けて質問内容を入力・送信してください。パソコンの場合「enterキー」で送信されます。 

 

２． 質問への回答は、質疑応答の時間や休憩時間後に講師から参加者全員へ向けて音声で行います。 

   ＊講義中は回答できません。 

＊質問への個別の対応はしません。 

＊時間の都合上、全てのご質問に回答出来ない場合があることを予めご了承ください。 

 

 〈6〉 終了方法  

１． 講義終了後、チャットからアンケートの URLを送りますので、クリックしてご回答をお願いします。回答後は画

面下部の「送信」ボタンをクリックしてください。 

すぐに回答できない方は、「研修会当日アクセス用ミーティング ID／パスコード通知書」にある QRコードから、

研修会終了後 1時間以内に回答をお願いします。 

 

2． アンケートの回答後、チャットから「受講者番号・氏名（フルネーム、カタカナ）」を入力・送信をしたことを確認

し、画面右下の 退出 マークをクリックして、終了します。 

 

クリック 

下の「ブレイクアウトルームを退出」をクリック 

※上の「ミーティングを退出」と間違わないよう注意 
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 〈7〉 研修会途中で受講を終了する方法  

１． やむを得ず、研修会終了前に受講を中止する場合は、チャットでご連絡をお願いします。 

チャットで、受講者番号・氏名（フルネーム、カタカナ）、終了時間、終了する旨を入力し、送信してください。 

 

2． 画面右下の 退出 マークをクリックし、終了します。 

 

 〈8〉 トラブル時  

講義前や講義中に、映像・音声等にトラブルが生じた場合は、別資料「Web研修の視聴にあたって＜トラブル編＞」

を確認してください。 

 

 〈9〉 接続テストについて  

◎接続テストは、研修会の前日までに参加してください。 

 

1． 接続テストの目的 

＊接続テストは、主に初めてWeb会議システム ZoomによるWeb研修を受講する方を対象として、事前に

「機器・環境の確認」「Zoomの操作練習」をすることを目的に設定しています。受講者ご自身で、研修当日

に使用する機器・環境で実施してください。 

＊過去にWeb研修を受講していても、「使用する機器・環境が変わった」「操作を忘れてしまった」など少しで

も不安がある方は実施しておくと安心です。 

＊接続テストを実施せず、当日の接続不良等が発生しても、研修会開催に支障が出る場合は対応できかねます。 

 

2． 接続テスト用のミーティング ID・パスコードについて 

Zoomによる接続テストを実施するためには、ミーティング ID とパスコードが必要となります。「受講決定通知」

にご案内してますので、ご確認ください。 

 

3． 接続テストの日時 

接続テスト日時は、ホームページにてご案内しています。 

 

4． 接続テストの参加方法 

（１）接続テスト日時になりましたら、接続テスト用のミーティング ID とパスコードを使用し、  １頁：〈1〉接続方法  

に従って、接続してください。 

（２）接続テストでは、協会からパワーポイントのスライドショー（音楽付き）を配信しております。 

 ２頁：〈2〉受付方法・受講確認方法  、  ２～３頁：〈3〉研修会中の操作 - 基本的な操作  で操作方法を

確認しながら、次の７つの項目をチェックしてください。 
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《問い合わせ先》 北海道看護協会 事業部教育課   

〇研修日以外（接続テスト時を含む） 〈平日 9：00～17：00〉   ☎  011-861-3273 

 

〇研修会当日 〈受付開始時間～研修終了時間内〉   

「研修会当日アクセス用ミーティング ID／パスコード通知書」に記載された携帯電話番号

へお問い合わせください。 

<接続時のチェック項目>  

「接続テスト」と「受講日」に接続したときは、７項目についてセルフチェックしてください。 

チェック

欄 
確認項目 注意点等 

□ 
① 自分の顔が映っている。 ※映らない場合 

参照 別資料「Web研修の視聴にあたって＜トラブル編＞」 

□ 
② ・自分の顔が映っている枠（サムネイル画 

面）の下の表示名が「受講番号 氏名（フ 

ルネームカタカナ）」になっている。 

※施設参加の場合は「施設名（参加人数）」

になっている。 

・Zoom接続時に入力した名前が表示されています。 

・違う表示名になっている場合は、訂正してください。 

参照 １頁〈１〉接続方法 

- ２．Zoomへの接続方法  

            - 3．サムネイル画面の下の表示名を確認する 

□ 
③ スライドショーの映像を見ることができてい

る。 

・スライドとスライドの間がスムーズに移行しない、画面

がフリーズするなどの場合は、インターネットの接続状況

が良くない可能性があります。 

□ 
④ 音楽が聞こえている。また、音量の調整がで

きる。 

・接続テスト時、音楽は常に流れています。（受講日は、

一部のみの場合があります。） 

※聞こえない場合 

参照 別資料「Web研修の視聴にあたって＜トラブル編＞」 

□ 
⑤ マイクのテストで、自分の声を聞くことがで

きる。 

・発表や演習の際、相手に自分の声が届くかを確認しま 

す。 

 

参照 ２～3頁〈3〉研修会中の操作-基本的な操作 

□ 
⑥ チャットに「受講番号 氏名（フルネームカタ

カナ）」を入力してホストに送信できる。 

・接続テスト中、必ず一度チャットを送信してください。 

・施設参加の場合は、参加者全員の「受講番号 氏名」 

を送信してください。 

・１名分ずつ送信しても、全員分入力してから送信しても

どちらの方法でも構いません。 

 

参照 ２頁〈2〉受付方法・受講確認方法  

□ 
⑦ チャットが送信されたことを確認することが

できる。 

 

上記①～⑦のチェックができたら、画面右下の 退出 をクリックして終了します。以上で接続テストは終了です。 

 

 

◎接続テスト中のチャットでの質問等には対応しておりません。不具合、不明点等がある場合は、問い合わせ先ま

でご連絡ください。 

 

 

 

 


