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ぱあとなあ継続研修

オンライン研修（ぱあとなあ継続研修）

Zoom操作説明

Zoomでの氏名は申込者の名前で入力ください。また、複数名での受講の
場合は申込者の名前と人数を入力ください。

（例）福祉 太郎、医療 花子、司法 三郎

→ ふくし たろう 他２名

開始までしばらくお待ちください
１８：００ 開始～

令和４年２月２１日
公益社団法人佐賀県社会福祉士会 事務局

出欠について

1. Zoomの氏名はひらがな にして
いること

2. 講義演習中のカメラをつけて全員
の顔が確認できること

3. 音声での通話返答が常にできる状
態であること（講義中に適宜質問
があります。）

以下の１～３にておこないます。
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Zoomテストミーティング（公式）

• 当日使用する機器でのビデオまたはオーディオのテストをお勧めし
ます。

• 検索サイトで「Zoomテストミーティング」で検索、公式サイトに
てテストミーティングについての説明文が掲載されています。

http://zoom.us/test ← テストミーティングのアドレス

Zoomへの入室方法 ①

[ミーティングに参加]を選択します。
ご参考：サインしてもしなくても、ミーティング
に参加できます

http://zoom.us/test
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Zoomへの入室方法 ②

ミーティングID番号および名前を入力します。
音声やビデオを接続て参加したい場合は、 [参加]
を選択します。

※ 本研修会ではオーディオ接続とビデオ接続は必須です。

①ミーティン
グID を入力

②名前をひらがな
で入力

※一度ほかの方が使用され
ている場合は名前が表示さ
れていますので上書きして
ください。こちらに記載さ
れる名前で入室します。
（名前が違う場合は入室許
可を出せない場合がありま
す。）

Zoomへの入室方法 ③

次にパスワードを入力する画面に切り替わりますので、招待の案内
に記載されていたパスワードを入力し、ミーティングに参加ボタン
をクリックします。
（※パスワード＝パスコードのことです）
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Zoomへの入室方法 ④

その他：
スマートフォン・タブレットの場合は、

「Zoomがカメラへのアクセスを求めてい
ます」等でマイク・カメラへのアクセス許
可を求める表示がされる場合があります。
その場合はOK（はい）などを選択し許可
をだしてください。許可を出していない場
合はカメラ・マイクが正常に機能しない場
合があります。

～はじめに～

• Wifi環境などインターネットの使用できる場所での受講を
お勧めしております。（Zoomミーティングでは１時間ご
とに０・５GB 程度の通信量が発生します。）

• 演習を実施する研修会では、1人1台機器（PC,スマートフ
ォン、タブレット）の準備をお願いしております。

• 使用されるメールアドレスも、各受講者事に準備をお願い
致します。
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本日の流れ

• 音声は聞こえますか？
• ミュート及びミュート解除できますか？
• 出欠確認
• 注意連絡事項
• 共有資料を見ることができますか？
• 表示画面の調節はできますか？
• チャット機能は使えますか？
• 手を挙げる 機能
• グループワークをやってみよう

ミュート及び
ミュート解除できますか？

オンライン研修は、講師等の指示がないか
ぎりミュートで受講していただくようお願
いしております。

※研修受講中にミュートになっていな
い場合、ご自身の声や周囲の音が主催
者及び、他の受講者全員に聞こえる状
態になりますのでご注意下さい。
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音声は聞こえますか？
音声が聞こえない、又は小さい場合は以下の2点
をご確認ください。

①スピーカー・マイク機器の接続の確認

②PC等のスピーカーの音量をあげる。

③Zoomの音声設定でスピーカー音量をあげる。

※音量を下げる場合も同じ操作です。

①スピーカー・マイク機器の
接続の確認
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Zoomの音声設定の、ス
ピーカー音量をあげる

～

ミュートにする方法

この状態では参加者全員にご自身の声が聞
こえてしまいます。

クリックするとミュートになります。
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ミュートを解除する方法

この状態では他の参加者に、ご自身の声が
聞こえません。

クリックするとミュートが解除されます。

～ミュート・ミュート解除する方法～
スマートフォン・タブレット

③オンの状態①画面を右に

スワイプする
②オフの状態
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円滑な演習参加の為に

• 演習では、ヘッドセットやマイク付きイヤホン
の使用をお願いいたします。

• 特に同じ部屋で複数名受講される場合は必ず使
用してください。演習が進行できなくなる恐れ
があります。

• 研修中に、双方向での音声による通話ができな
い場合は出席とは認められませんのでご注意く
ださい。

～ご自身の表示名の変更方法～
※受講者名の表示は例のとおり「ひらがな」としてください

①

③②

自分の画面を
右クリック

さがけん しゃかいふくししかい
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～ご自身の表示名の変更方法～
スマートフォン・タブレット

③自分の名前をタップし

て名前の変更を選択

②参加者をタ
ップ

①画面の上部
か下部をタップ

共有資料を見ることはできますか？

 こちらの画面が表示されていれば問題あり
ません。
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表示画面の調節はできますか？

・主催者は、参加者の表示画面の
調整はできませんので、ご自身の
見やすい画面になるように、各自
で切り替えや調整をお願いします
。

スピーカービュー

話している人が自動で大きく映る設定

講義で
おすすめ



12

ぱあとなあ継続研修

ギャラリービュー
複数の参加者の画面が、同じ大きさで映る。
（一人の画面が小さくなる）

演習で
おすすめ

～画面変更～
スマートフォン・タブレット

画面を左にスワイプする事で、ギャラリービュ
ーとスピーカービューの切り替えができる。
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チャット機能は使えますか？
• 研修中に不具合がありましたら

Zoomのチャット機能でお知らせ
ください。

• 送信先を「全体」もしくはスタ
ッフアカウントへ送信してくだ
さい。

チャットの操作方法

送信先はスタッフアカウントを選び入力し
送信してください。
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～チャットの操作方法～
スマートフォン・タブレット

③チャットをタップ②詳細をタップ
①画面の上部
か下部をタップ

拍手・いいねで反応する
方法。

• 「反応（リアクション）」をクリックすると、「拍手」や
「いいね」などの反応をすることができます。

• 例えば、「いいね」マークをクリックすると、以下の画像
のように自分の画像の右上に約10秒間表示されます。
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手を挙げる・手を下す方法

• 講師からの促しがあった時はこの操作で手を挙げて下さい。

• 手を挙げてもらう事により、他のリアクションと違い講師は「
誰が手を挙げているか」「何人手を挙げているか」といった事
がわかります。

パソコンの場合は、参加者ボタンを押してから一覧
の下の「手を挙げる」ボタンを押すか、反応（リア
クション）ボタンを押すことで使用できます。

スマートフォン・タブレットの場合は。詳細の
ボタンより選択できます。

グループワークをやってみよう

• 今まで学んだ機能を使って、アイスブレイクをしてみよう！

ブレイクアウトルームを作成します。受講番号が１に近い順
番で①～④の内容を2分程度で話してみましょう。

（2分×6人～７人＝12分～１４分）

他の受講生は、拍手やいいね機能を活用しもりあげてみてく
ださい！

①氏名

②所属（事業分野）

③自身の受任している事例についてor自身の普段の仕事
について

④オンライン研修についての不安（もしくは、事業所で
の新型コロナウィルス対策）

時間：20分
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研修会当日準備する資料

※メールは、申込時に記載のアドレスへ送付しております。届いてい
ない場合は迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性がありま
すのでご確認ください。

研修受講の手引き
事務局ニュース
に同封されてい

ます。

令和3 年度第2 回ぱあとなあ継続研修 資料集 ダウンロード

メールについての注意連絡事項

• メールアドレスを間違って登録されている場合。
sacsw-hp@saga-csw.or.jp までご連絡ください。

• キャリアメール（@docomo.ne.jp等の携帯電話のアドレス）の場合
セキュリティの関係上PCからのメールが受け取れない場合があります。
各携帯電話会社へ確認し設定頂くかGmailなどのアドレスを利用ください。

• Webメールのアドレス（YahooやGmail など）
メールサーバーの容量がオーバーして受け取れない場合があります。

• セキュリティで添付ファイルやURLが含まれるメールを受けらない設定がされてい
る。（迷惑メールに振り分けられている場合）

対応が難しい場合はGmailなどのWebメールを研修受講用に使用すると便
利です。

以下の場合正常にメール受信できていないことが
ります。

mailto:sacsw-hp@saga-csw.or.jp
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オンライン研修の注意事項

• 研修前日にはメールを必ず確認ください。

• ZoomミーティングID及び、パスワードは受
講者以外に教えないでください。

• 講義中は、ご自身の音声をミュートにしてく
ださい。

オンライン研修の注意事項

• 研修中は、休憩時間以外は受講者本
人の顔が映るようにビデオをオンに
してください。

• 研修中に不具合が生じましたら、
Zoomのチャット機能又は、電話に
てご連絡ください。
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• 研修資料は、佐賀県社会福祉士会ホームページ
に掲載・メールにて送付します。必要に応じてダ
ウンロード・印刷ください。

また、資料はすべて無断転載及び二次利用は禁
止させていただきます。

⚫ 休憩中のビデオカメラはオフにしていただいて結構です。

⚫ 修了証・領収書は全日程終了後に郵送にて送らせていただ

きます。

⚫ 本研修会の講演等は受講者による録音・録画は演者の許諾(

きょだく)がない限り禁止となっています。

⚫ オンライン研修会の模様を、記録・広報用として保存させ

ていただく場合がございますので何卒ご了承下さい。また

、撮影等を望まれない場合は事前に研修スタッフに申しつ

け下さい。
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【お問い合せ先】

公益社団法人 佐賀県社会福祉士会（事務局）

〒849-0935 佐賀県佐賀市八戸溝1丁目15番3号

電話：0952-20-0012 FAX：0952-36-6263

課題等提出先：sacsw-hp@saga-csw.or.jp


