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1. 農工大Zoomにログインする

2. Zoomミーティングをスケジュールする
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i. 設定画面で必要な機能をONにする
ii. ミーティングをスケジュールして学生に案内する
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3. Zoomで授業をする

i. ミーティングを開始する
ii. ミーティングを開いてから録画を始める
iii. 参加者やチャットの画面を開いて入室を許可する
iv. 画面共有をする

a. 画面共有中にチャットの画面や参加者リストを開く

b. 画面共有中に録画の一時停止や停止をする
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v. 終了し、録画ファイルを保存する
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４. 役に立つツール

i. プライベートチャット（教員や特定の相手へのチャット）
ii. 参加者全員をミュートにする
iii. ホストを他の人にする
iv. 学生に参加名を変更してもらう
v. 非言語的なフィードバックを利用する
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Zoomで授業をする



① https://tuat-jp.zoom.usにアクセスし、
「Sign in」をクリックします

② 統合認証システムのユーザー名に「TUAT-ID」を入力し
て「次へ」をクリックし、「TUAT-IDのパスワード」を
入力して「次へ」をクリックします。

2

① https://zoom.usにアクセスし、
「サインイン」をクリックします

② 「SSO」を選びます ③ 会社のドメインに、tuat-jpと
書き込み、「続ける」を選ぶと、
上記の i②の画面になります。

1. 農⼯⼤Zoomにログインする (iまたはiiの、いずれかの⽅法でログインします）

i. 農⼯⼤zoomのトップページから

ii.  zoomのトップページから

TUAT ID

※ 統合認証システムにログイン済みの場合は、このステップは省略されます



2. Zoomミーティングを設置する

① サインイン後、左に表示される
メニューから「設定」を選びます
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i. 設定画⾯で必要な機能をONにする（最初に設定したら内容は保存され、次回以降の作業は不要です）

② 「ミーティング」や「記録（録画）」の詳細やオプション
を設定します

◀便利な設定：待機室の設定について▶

待機室をONにすると、学生や参加者はまず待機室に入り、ホストが入室を許可したら参加できるようになります。準備

が完了してからの入室許可、授業時間開始時の一斉入室、メンバーを確認してからの入室許可が可能になります。使用の
際は、オプションの設定もご確認ください。

（注意! 遅刻者や途中で回線が落ちた学生の再入室に気づかず、

待機室でずっと学生が待つという状況も発生しますので、
待機室の状況には常に気をお配り下さるようお願いします。）

全員が待機室に
⼊る。

農⼯⼤Googleア
カウントで認証
されていない参
加者は待機室に
⼊る。認証され
た参加者は待機
室を経由せず
ミーティングに
参加できる。
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i設定画⾯で必要な機能をONにする

※次の項目はデフォルトでONになっています。ONにしておくと便利です。
「参加時のミュート」、「チャット」、「プライベートチャット」、「チャットでのファイル送信」、
「共同ホスト」、「ミーティング投票」、 「ホワイトボード」 、「ミーティングリアクション」、
「参加者が自分の名前を変更することを許可」、「イメージバーチャル背景」

英語（その他ヨーロッパ言語）

の字幕が表示されます。自動字
幕サービスもあります。

学生は、ミュートのまま

「はい」「いいえ」などのアイ
コンを表示できます

学生も画面共有できます。

学生から資料を提示したり
発表したりすることが可能

になります

グループワークができます

◀そのほか、ONにしておくと便利な設定▶
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ii. ミーティングをスケジュールして学⽣に案内する

② 表示される画面にミーティング情報を入れま
す。まず、「トピック」に科目名等を書き
込みます

① サインインした後、上の方に表示される「ミーティングをスケジュールする」をクリックしま
す。「ミーティング」のページでは、ページの中にもボタンがあります

③ スクロールダウンして時間を設定します。「定
期ミーティング」にチェックを入れると、週ご
と等の設定ができます

※トップページが表示されていて左側のメ
ニューが見えない場合、右上にある「マイ
アカウント」をクリックすると、左側のメ
ニューが表示されるページになります。
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ii. ミーティングをスケジュールして学⽣に案内する

④ 待機室を使用する場合や認証を求める場合は、
適宜設定します。

⑤ 確認画面が表示されるので、
「招待状のコピーをクリックします

⑥ 招待状のURL、ID、PWをコピーします

⑤ ミーティングオプションでは、「入室時のミュー
ト」と「自動記録（ローカル保存）」をチェック
しておくと便利です。終わったら「保存」します

go.tuat.ac.jpでサイン
インしたユーザのみ

tuat.ac.jpでサインイ
ンしたユーザのみ
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ii. ミーティングをスケジュールして学⽣に案内する

⑧ スケジュール後に編集したい場合は、「ミーティング」のページを開け、予定したミーティング
にカーソルを当てると「編集」ボタンが表示されます。

⑦ ⑥の情報を、クラスルームのストリーム等で学生に提示します



① 「ミーティング」から、予定したミーティン
グにカーソルを合わせて「開始」をクリック
します

③ ミーティングが開始されます。録画を予約している場合は録画も始まります。 講師映像は
「ビデオの開始」ボタン、音声は「ミュート」ボタンで操作できます。

3. Zoomで授業をする
i. ミーティングを開始する

② ポップアップウィンドウが出るので、
「zoom.usを開く」をクリックします
（「許可」をクリックすることもあります）

録画しているとき
は赤丸が点滅して
います

講師の映像（カメラ）

のON/OFFはここで
操作します

バーチャル背景は、ビデオ

の横の印から表示されるメ
ニューで設置できます

音声ON、ビデオ（講師映像）ON

音声OFF、ビデオ（講師映像）OFF
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※アイコン表示についての補足

講師の音声の

ON/OFFはここで
操作します



① 開始後録画を始めるとき、途中で停止した録画を
再開するときは「レコーディング」をクリックし
ます。画面のサイズによっては「詳細」にコマン
ドがあります
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ii. ミーティングを開いてから録画を始める

録画中は赤丸が

点滅しています

停止一時停止

② 録画の停止や一時停止ができます。画面のサイ
ズによっては「詳細」にコマンドがあります

※ 録画ファイルの保存先をクラウド、またはローカ

ルPCのいずれかから選べますが、クラウドの容量
に限りがあるため、クラウドに保存された場合は

できるだけ早急にダウンロード保存（クラウドか
らは削除）くださいますようお願いします。

③ 一時停止をすると、上のバーや下のボタン、詳細内の表示が変わります。▶で再開できます

停止一時停止



① メニューバーの「参加者」をクリックして参加
者のリストを、「チャット」をクリックして
チャット画面を表示させます。

参加者のリスト

（待機室入室者も
表示される）

チャット画面

ここに入力して

Returnで送信します

iii. 参加者やチャットの画⾯を開いて⼊室を許可する
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② 待機室を設置している場合は、参加者のリ
ストを開き、待機室にいる学生の入室を許
可します。

1人ずつ許可

複数人に許可

待機室にいる人に

メッセージを送れます

※ 待機室を設置する設定についてはp3参照

宛先を選べます



① 共有するファイルを開いている状態で、下の
バーから「画面を共有」をクリックします

iv. 画⾯共有をする
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② 共有するファイルを選んでダブルクリック、
または「共有」をクリックします

③ 共有されているファイルが緑に縁取られま
す。スライドをスライドショーにします

※ 動画を再生する場合は、このオプションにも

チェックを入れます



① 「画面を共有しています」のバーのあたりにカーソルをあててメニューバーを表示させ、
「参加者」と「チャット」を選びます。「詳細」にコマンドがある場合もあります

iv.a. 画⾯共有中にチャットの画⾯や参加者リストを開くなどの操作をする
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※チャット画面からメッセージを確認、送信できます。参加者

リストでも、待機室からの入室許可等の操作ができます。

チャット画面

参加者リスト

② 左下のペンマークからポインターを選べます ③ 「詳細」には、他の様々なコマンドがあります



① 「画面を共有しています」のバーのあたりにカーソルをあててメニューバーを表示させ、
「詳細」から「レコーディングを一時停止」や「レコーディングの停止」を選びます

iv.b. 画⾯共有中に録画の⼀時停⽌や停⽌をする
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② 録画を一時停止や停止した後に再開したいときは、「詳細」から「レコーディングを
再開」や「〜にレコーディング」を選びます

録画しているとき

は赤丸が点滅して
います



① 「画面を共有しています」のバーのあたりにカーソルをあててメニューバーを表示させ、

「コメントを付ける」を選び、ツールバーを使って共有画面に書き込みます。

iv.c. 共有画⾯に書き込んだりポイントを⽰したりする
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※アイコン表示についての補足

「絵を描く」

の選択肢

「スターをつけ

る」の選択肢

テキスト入力、フリーハンド、矢印

等を書き入れることができます



① 右下の「終了」、または、画面共有をしているときは「詳細」から「ミーティングを終了」を
クリックし、表示される画面で「全員に対して終了」を選びます。

v. 終了し録画ファイルを保存する
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画⾯共有していないとき 画⾯共有しているとき

② ローカルPCにレコーディングした時は録画ファイルの作成が始まり、変換が終了すると保存先
が表示されます。クラウド保存の場合は、通知が表示されます。



① チャットの画面で、「皆様」宛で送ると全
員に届きます。特定の相手に送るときは、
「皆様」の所をクリックします
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② 表示されるメニューからメッセージを
送りたい相手を選びます。
待機室にも送れます

4. 役に⽴つツール
i. プライベートチャット



ハウリングや雑音があるなど、全員をミュートに
するときは参加者リストの下方にある「すべて
ミュート」をクリックし、再度表示される「すべ
てミュート」をクリックします

17

ii. 参加者全員をミュートにする iii. 他の参加者をホスト/共同ホストにする
「参加者」のリストで、指名したい人の項目に
カーソルをあて、表示される「詳細」から
「（共同）ホストにする」を選びます

※ ホストを移した後、元ホストは、退出しない限り、

「参加者」のリストの下方に表示される「ホスト
をとりもどす」から、再びホストになれます



参加者は参加者名を変更することができ、漢字表記に直す、グループ番号を氏名の前に
入れる、といった操作が可能です。学生には次のような指示を出してください。

<学生への指示の例>
「参加者」をクリックし、リストの中の自分の参加者名にカーソルをあて、「詳細」か

ら「名前の変更」を選んでください
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iv. 学⽣に参加名を変更してもらう

<学生側の画面>

① 参加者リストの自分の参加者名にカーソル
をあて、表示される「詳細」をクリックし、
「名前の変更」をクリックします

② 表示される入力画面に新しい参加者名
を書き入れ「名前の変更」を選びます



クラス全体の反応を見る場合、「挙手」「はい」「いいえ」等を表示できる機能が便利です。参加者は
「リアクション」からボタンを選びます。クラスの状況は「参加者」をクリックして表示される「参加
者リスト」で確認できます。
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v. ⾮⾔語的なフィードバックを利⽤する

<リアクションのボタン>

n 挙手
「挙手」のボタンが押されると、参加者リス
トの氏名の横に挙手マークが表示され、下方
に総数が表示されます。対応後、教員側から
も学生側からも挙手を下ろせます。

n 「はい」「いいえ」など
学生がクリックすると参加者リストの氏名の横に
マークが表示され、下方の各マークの上に総計が表
示されます。学生側からのみ表示を消せます。

※ この機能を有効化する

設定についてはp3参照


