
ランゲート株式会社

オンライン研修について 
同じパソコンで、複数名が受講することはできません。出席確認、グループワークが実施できな
くなります。 
グループワーク等演習を実施するため、パソコンの用意が必要です。携帯端末では接続が不安定
になり受講できません。 
ZOOMアプリケーションのダウンロードが必要です。ただし、ZOOMアカウントを取得する必
要はありません。 

オンライン研修の受講前に、下記の内容を必ず確認してください。 
研修当日、接続不備で接続できなかったり、出席が確認できなかったりした場合には、再度受講
いただくか、受講不良とみなし、受講証明書をお渡しできないことがあります。 

目次 
・必要機器・環境を揃える 
・事前準備を行う 
・研修当日について 

必要機器・環境を揃える 

※ウェブカメラ、マイク、スピーカーはパソコンに内蔵されている場合不要です。 
※スマートフォン・携帯端末について、接続が不安定になることが多い、動画やホワイトボードを
利用した研修のため画面の小ささから学習に不向きである、契約によってはインターネット接続
に制限がかかる（または利用料金が高額になる）可能性があるため、ご利用いただけません。 
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必要機器・環境 研修での利用内容

パソコン ZOOMアプリケーションを取得・使用

ウェブカメラ 研修中の本人・出席確認のため

マイク・スピーカー グループワークでの話し合い、講師への質問のため
安定したインターネット
接続環境

長時間接続が途切れると別日に再受講の必要、または受講証をお渡しできない
可能性があります

音声通話ができる環境 グループワークでの話し合い、講師への質問のため
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事前準備を行う 

ZOOMインストール 
1. 以下のリンクより、ZOOMアプリケーション（ミーティング用ZOOMクライアント）を取得
してください。 

ZOOM ダウンロードセンター（ https://zoom.us/download ） 

2. パソコンのダウンロードフォルダ（もしくは指定フォルダ）に、ZOOMアプリケーションのイ
ンストーラーが保存されますので、クリックして起動し、インストールを進めてください。 

 
インストーラー名称 

Windows：ZoomInstaller.exe 
Mac：Zoom.pkg 
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Windows Mac

Windows Mac

https://zoom.us/download


ランゲート株式会社

3. インストールが完了するとZOOMが起動します。アプリケーションは一旦閉じてください。 

ZOOM テストミーティング 
1. 開催日までに、接続テストを実施して、ZOOMの接続に問題がないことを確認してください。
下記のリンクからZOOM公式のテストミーティングに参加し、接続、映像、音声の状態を確認
してください。 

ZOOM テストミーティング（ https://zoom.us/test ） 

2. 上記リンクの「参加」ボタンを押すと、ZOOMアプリケーションが起動します。 
（Windows）『このサイトは、Zoom Meetings を開こうとしています。』というメッセージ

が出るので、「開く」をクリックして下さい。 
（Mac）『このページで”zoom.us.app”を開くことを許可しますか？』というメッセージが出る

ので、「許可」をクリックして下さい。 
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http://zoom.us/test
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3. ZOOMが起動すると、名前の入力を求められます。今回はテストですので、適当な名前を入力
し「ミーティングに参加する」ボタンを押してください。 
☑ 「将来のミーティングのためにこの名前を記憶する」のチェックは外してください。 

4. スピーカーテスト、マイクテストが始まります。出力レベル、入力レベルを確認して、音声の
入出力に問題ないか確認してください。 

5. テスト完了後、ZOOM画面が表示されます。問題なければテストミーティングを終了してくだ
さい。 
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Windows Mac

チェック☑ は外して
ください。
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オンライン研修接続テスト 
1. 研修開催日前の指定日に、オンライン研修の接続テスト（ランゲート株式会社開催）を実施で
きます。事前学習（e-ラーニング）のサイトから接続します。 
コース「事前学習プログラム　-民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修
-」→ 項目「オンライン研修」 

 

 

2. 項目「オンライン研修」の中から、申し込んだ日程のリンク「20●●年●月●日（●）開催」
を選び、開いたページの中の「接続テスト」をクリックしてZOOMを立ち上げます。 
実施日時は申し込んだ研修日程ごとに異なります。 
指定の日・時間内であれば、どのタイミングで接続されても構いません。 
画面表示や音声の入出力に問題がないようであれば、退出いただけます。 
指定日時内での入退室は自由です。 

　※接続テストですので、研修に関するご質問にはお答えできません。 
　※同時に別の参加者の方がテストされている場合があります。 
　　個別に対応が必要な場合はお待ちいただきます。 
　※動画を流していますので、音声が入ります。 
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3. 接続テスト中、問題があった場合には別途改めて確認させていただきますので、案内に従って
接続テストを終了してください。 

チェック項目 評価

ZOOMの接続が安定している。

音声が途切れなく聞こえる。

映像が途切れなく見える。
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（例：8月20日開催研修にお申込みの場合） 
「2020年08年20日（木）開催」のリンクをクリック
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研修当日について 

実施時間 
9：45～16：45（接続開始・9：20～） 
約６時間、昼休憩、１時間程度ごとに中休みあり 

手元準備物 
研修テキスト（研修までに郵送します。届いていない場合はお問い合わせ下さい） 
印刷資料（テキストと一緒にお送りしています） 
ガイドライン本文 
筆記用具等 

実施内容 
ビデオ視聴 
演習：セルフワーク、グループワーク 
理解度確認（アンケート形式） 
質疑応答 
研修アンケート（WEBサイト） 

ZOOM ログイン 
会議ID：事前学習（e-ラーニング ）オンライン研修・開催日ページに記載のZOOM ID 

注意事項 
研修までに事前学習（e-ラーニング ）の修了申請をして下さい。 
研修前日までに事前学習（e-ラーニング ）の修了が確認できなかった方は、研修を受講いただ
けません。 

開始時刻25分前（9：20）からZOOMミーティングルームへの入室を受け付けます。 
10分前にはZOOMミーティングルームへの接続が完了して待機状態になるよう準備してくださ
い。 

本研修では、最後に受講証明書を発行します。研修中の離席（画面に映らない状態）や、接続
不備で応答がない場合等、一定時間以上受講が確認できない状態が続くと、受講証明書をお渡
しできなくなります。 
最後まで通して受講できるよう、あらかじめご注意ください。 

/ ページ7 15



ランゲート株式会社

ZOOM接続方法（アカウントがない場合） 

1. アプリケーションを立ち上げ、「ミーティングに参加」ボタンをクリックします。 

2. 事前学習（e-ラーニング）のページで確認した『ZOOM ID』を次のウィンドウの「会議IDま
たは会議室名」欄に入力します。 

3. 次に、「名前」欄に自身の「受講番号　氏名」を入力します。 
例）「01234 田中一子」「56789 鈴木太郎」 

☑  将来のミーティングのためにこの名前を記憶する　※任意 

⬜  オーディオに接続しない  チェックしません 

⬜  自分のビデオをオフにする チェックしません 
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ZOOM ID を入力します。 
例）123 4567 8910

「受講番号 氏名」を入力します。 
例）「01234 田中一子」「56789 鈴木太郎」



ランゲート株式会社

ZOOM接続方法（アカウントをお持ちの場合） 

1. アプリケーションを立ち上げ、「ホーム」の中の「参加」ボタンをクリックします 

2. 事前学習（e-ラーニング）のページで確認した『ZOOM ID』を次のウィンドウの「会議IDま
たは会議室名」欄に入力します。 

3. 次に、「名前」欄に自身の「受講番号　氏名」を入力します。 
例）「01234 田中一子」「56789 鈴木太郎」 

⬜ オーディオに接続しない  チェックしません 

⬜ 自分のビデオをオフにする チェックしません 
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ZOOM ID を入力します。 
例）123 4567 8910

「受講番号 氏名」を入力します。 
例）「01234 田中一子」「56789 鈴木太郎」
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ZOOM接続方法（共通） 

4. 研修受付開始前は次のような表示が出ます。受付時間開始後に再度「１.」から接続をお試しく
ださい。 

5. 研修受付開始後からは次のような表示が出ます。「ビデオオンで参加」ボタンをクリックしま
す。 
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自身のカメラ映像が表示されます。
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6. 講師が参加を許可するまで、しばらくお待ちください。 
※ 「3.」名前の入力でご自身の「受講番号 氏名」を入力していない方、事前学習（e-ラーニン
グ）を修了していない方は、参加を許可しませんのでお確かめください。 

7. 参加を許可されるとZOOMミーティング画面に入ります。 

◀デフォルトでは赤いスラッシュ「／」が入っていない状態で
す。講師、他の参加者に自身の音声、映像が入ります。 
クリックすると「／」が入りミュート、ビデオオフになりま
す。最初はどちらも触らずオンのままにして下さい。 
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※操作ボタン等メニューバーは画面下部にあります。画面下部にカーソルが合わさると表示され、
カーソルが離れると非表示になります。「画面を共有」「レコーディング」等機能は使えません。 

8. 運営スタッフが出席確認を行います。参加を許可した順にお名前をお呼びしますので、マイク
で返答して下さい。 
スピーカー・マイク機能に問題がないか、出席されているかの確認です。 
返答後、マイクは一旦オフ（ミュート）にしてください。必要に応じて解除してください。 

9. 出席確認が終わり、時間になると研修を開始します。 
講師の話を聞く以外に、動画視聴、演習（セルフワーク、グループワーク）、理解度確認、質
疑応答、アンケート回答等を実施いただきます。 

動画視聴 
ZOOMの画面共有で動画等研修資料を表示します。自動で画面が切り替わります。 
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この状態です。
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演習（グループワーク） 
1. 講師の案内で、グループに振り分けられます。グループワーク開始時には下記のメッセージが
出ますので、「参加」をクリックして下さい。 

2. グループごとの部屋に移動します。テーマに沿ってグループワークを始めて下さい。 
他のグループの様子は見ることができません。また、講師はグループ間を移動します。 
話し合いを始める時には、ミュートを解除して下さい。 

3. 話し合いがうまく進まない、講師の助けが必要等の場合には、画面下部メニューバーから「ヘ
ルプを求める」をクリックし、「ヘルプを求める」メッセージで「ホストを招待」ボタンを押
して下さい。他の参加者対応中は、順次確認しますので、改めて「ホストを招待」して下さ
い。 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4. グループワーク時間が終わると、グループ分けが解除されます。下記のメッセージ出るので、
「メインセッションに戻る」ボタンをクリックして下さい。 

※携帯端末等、一部環境ではグループ分けされない（ワークが実施できない）可能性があります
ので、必ず安定したネットワーク環境とパソコン機器をご用意ください。 

理解度確認 
1. 研修中、お話しした内容の理解度確認を行うことがあります。下記のようなメッセージが出ま
すので、選んだ回答にチェックして、「送信」ボタンを押して下さい。 

2. 回答後、全員の回答結果を公開します。確認が終われば「閉じる」ボタンでメッセージを閉じ
て下さい。 

※アプリケーションを使わないブラウザからの接続等、一部環境では表示されない可能性があり
ますので、必ず安定したネットワーク環境とパソコン機器をご用意ください。 
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研修アンケート 
1. 研修終了時、アンケートについてご案内します。提示されたURLからアンケートページ
（WEB）に接続して、回答して下さい。 
研修を通してのご参加と、このアンケートの回答をもって、受講証明書を郵送します。 

研修アンケートは事前学習（e-ラーニング）サイト内の「オンライン研修」にも、研修終了後か
らリンクが出現します。※研修終了までは表示されません 
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