
世界水泳ボランティア
英語インタビュー

（2021年11月）

Zoomマニュアル

１）接続環境の準備

1 インターネット回線
2 カメラ
3 マイク・スピーカー

事
前
準
備

本
番
当
日

2）Zoom アプリの
インストール
注：既にインストールがお済みの方は
本工程は不要です。

1）Zoom URLをクリックし、
Zoomミーティングに入る

ボランティア事務局より案内メールを送ります。
指定の時刻に、メール記載のZoom URLを
クリックしてください。

２）英語インタビュー

*パソコンの場合、Zoomアプリをインストールせずに、
ブラウザ上で行うこともできますが、通信の安定性等の
理由からインストールすることを推奨いたします。

＜全体の流れ＞

パソコン
スマートフォン
タブレット
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スマートフォン・タブレットを使う場合

１）接続環境の準備

●スマートフォンやタブレットなど
●インターネット回線： キャリア回線、または安定したWi-Fi回線がある環境が望ましい

2）Zoom アプリのインストール ※既にインストール済みの方は本工程は不要です。

事前準備

①Apple App Store または
Google Play ストア で
「Zoom」と入力し検索する。

②【Zoom – One Platform to 
Connect】*という名前のアプリを
ダウンロードする。

③インストール完了。

Apple
App Store

Google
Play ストア

iPhone Android
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＊以前の【Zoom Cloud Meetings】から新たな
名称に変わりました。
【Zoom Cloud Meetings】がインストールさ
れていれば大丈夫です。



スマートフォン・タブレットを使う場合

本番当日

１）Zoom URLをタップし、Zoomミーティングに入る

③以下のような各種設定のメッセージが出るので、それぞれタップしていきます。

※既にZoomを使用したことがあり、設定済みの場合はメッセージが出ないこともあります。

② ［Zoom］アプリが起動し、ユーザー名を入力
する画面が表示されます。自分の名前を入
力して［続行］をタップします。

※Zoomにログイン済みの場合は、この画面は表示され
ません。

①ボランティア事務局から送信された、英語
インタビューのご案内メールに記載の日時
に、Zoom URLをクリックする

（案内メール）

■日時：2021年●月●日 １０：４０（例）

■Zoom URL：

https://XXX.zoom.us/j/XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

■ Zoomは通知を送信
します。よろしいですか

→「許可」をタップ。

ここに名前を入力

■ズームへのアクセスを
許可してください

→「了解」をタップ

iPhone Android

■ Zoomがカメラへのアクセスを求めています。
→「OK」をタップ。

■ Zoomに写真と動画の
撮影を許可しますか？

→「アプリの使用時のみ」
もしくは「今回のみ」をタップ

■ Zoomがマイクへの
アクセスを求めています

→「OK」をタップ。
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※ビデオプレビュー画面が表示され
た場合は「ビデオ付で参加」をタップ

※ビデオプレビュー画面
が表示された場合は
「ビデオ付で参加」をタップ

④担当者が参加を許可するまではこのような
画面が表示されます。
準備が出来次第許可いたしますが、この画面
のまま多少お待ちいただくことがございます。

https://us06web.zoom.us/j/87173242069?pwd=aTZlQkxhcTVKWElGenRnTS9DRGMwdz09


スマートフォン・タブレットを使う場合

⑤担当者が

参加を許可

⑦ 通話の設定をします。

iPhone Android

■ 他のユーザーの音声を聞くにはオーディオに接
続してください
↓

「 WiFiまたは携帯のデータ」を選択

■ 画面左下の
「オーディオに接続」アイコン
をタップ

■ 続けて
「WiFiまたは携帯のデータ」
の文字をタップ

⑥ 録画（レコーディング）する旨の
メッセージが出ます。
↓

「了解」をタップ

※英語インタビューの品質保全のため、
Zoomの内容を録画予定です。
録画についてご都合が悪い方は、事前に
ボランティア事務局へご連絡ください。
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■ 音声の録音を「Zoom」
に許可しますか？

→「アプリの使用時のみ」
もしくは「今回のみ」を
選択

※以下の画面が出てきた場合は、今回の英語イン
タビュー実施には関係がありませんので、任意に
選択をしてください。

※以下の画面が出てきた場合は、今回の英語イン
タビュー実施には関係がありませんので、任意に
選択をしてください。



スマートフォン・タブレットを使う場合

⑧ インタビュアーとあなたのカメラ映像が
映されます

OK

NG

自分の声が相手に聞こえ顔も見えている状態

自分の声が相手に聞こえておらず、顔も見えていない状態

マイクとカメラの状態を確認してください。

インタビュアー

あなた

※カメラ画像の位置は
変わることがあります。
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２）英語インタビュー

① インタビューを行う

……
……

……
……

② 終了後、「退出」をタップする

お疲れ様でした！

OK

自分の声が相手に聞こえ顔も見えている状態



パソコンを使う場合

１）接続環境の準備

●インターネット接続が可能なPC

●インターネット回線： LANの有線接続もしくは
安定したWi-Fi回線がある環境が望ましい

●カメラ： 内臓カメラや、外付けカメラ

●マイク・スピーカー： イヤフォン、ヘッドフォンなど
パソコンに内臓されたタイプでも可

2）Zoom アプリのインストール ※既にインストール済みの方は本工程は不要です。

事前準備

Zoomのホームページからアプリをダウンロードする

① Zoom公式ホームページ（ https://zoom.us/ ）を開く。

② ホーム画面下部の「ミーティングクライアント」をクリックします。

STEP1

③ 「Zoomデスクトップクライアント」をダウンロードします。
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https://zoom.us/


パソコンを使う場合

Zoomアプリをインストールする

① STEP1でダウンロードされたファイルを
ダブルクリックすると、アプリのインストー
ルが始まります。

インストール自体に時間はかかりません。

STEP2

②サインアップをクリック
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①サインインをクリック

②インストール完了

Zoomにサインアップする
（次ページの事前設定をするにはサインアップが必要です。）

STEP3

④メールアドレスを入力③生年を入力

⑥ログイン情報を入力設定⑤入力したアドレスに届いたメール記載の
番号を入力

生まれた年（西暦）を入力

メールアドレスを入力

※友達を招待しますかと
尋ねられるが
スキップでOK



パソコンを使う場合

各種設定の確認

メールアドレスとパスワードを
入力してサインイン

①Zoomアプリにサインインしてください ②設定（歯車アイコン）をクリックします

③ビデオの設定を確認

④オーディオの設定を確認

外部のWebカメラなどを
使用している場合は、
「カメラ：」から選択して
変更してください。

「スピーカーのテスト」で正常に
音声が聞こえるかテストしてくだ
さい。

「マイクのテスト」で正常に自分の
声が聞こえるかテストしてくださ
い。

「ミーティングの参加時にマイクを
ミュートに設定」の☑を外してく

ださい。
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④録画（レコーディング）する旨のメッセージ
が出ます。

↓

「了解」をクリック

③担当者が参加を許可するまでは下のよ
うな画面が表示されます。準備が出来次
第許可いたしますが、この画面のまま多
少お待ちいただくことがございます。

②下図の画面が開いたら、「開く」をクリック

パソコンを使う場合

本番当日

１）Zoom URLをクリックし、Zoomミーティングに入る

①ボランティア事務局から送信された、英
語インタビューのご案内メールに記載の日
時に、Zoom URLをクリックする

（案内メール）

■日時：2021年●月●日 １０：４０（例）

■Zoom URL：

https://XXX.zoom.us/j/XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

⑤下図の画面が表示されたら、「コンピュー
タでオーディオに参加」をクリック

※英語インタビューの品質保全のため、
Zoomの内容を録画予定です。
録画についてご都合が悪い方は、事前に
ボランティア事務局へご連絡ください。
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https://us06web.zoom.us/j/87173242069?pwd=aTZlQkxhcTVKWElGenRnTS9DRGMwdz09


パソコンを使う場合

２）英語インタビュー

①インタビューを行う

②終了後、「退出」をクリックする

1 2

おーでぃー

1 2

おーでぃー

お疲れ様でした！

……
……

……
……OK

自分の声が相手に聞こえ
顔も見えている状態
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⑥ あなたとインタビュアーのカメラ映像が映されます

OK

NG

マイクとカメラの状態を確認してください。

1 2

おーでぃー
自分の声が相手に聞こえ顔も見えている状態

自分の声が相手に聞こえておらず、顔も見えていない状態
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