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1. Web 会議サービス Zoom Meetings のサービス内容と利用上の注意 

 サービス内容 

Zoom Meetings は、インターネットを通じて遠隔地のユーザー間でコミュニケーションを行う Web会

議サービス（オンラインミーティングツール）です。 

東北学院大学（以下、本学）では、正課程（授業）および正課外（会議）において Zoom Meetings を

利用する場合があります。 

本学では、本学構成員の教員（専任・非常勤）に対して Zoom Meetings Education ライセンスを付与

した Zoomユーザー（以下、講義用 Zoomユーザー）を準備しています。 

本学の学生においては、講義用 Zoomユーザーが作成するミーティングに参加するために、指定された

メールアドレスで無償用 Zoom ユーザー（以下、受講用 Zoomユーザー）を準備する必要があります。 

 利用対象者 

■学生（受講用 Zoomユーザー） 

利用対象者 東北学院大学在籍者 

Zoomユーザーで利用するメールアドレス 統合認証アカウント@g.tohoku-gakuin.ac.jp 

ライセンス Zoom Meetings 基本（無償版） 

Zoomユーザー作成をする者 学生当人 

※2020年度に本学に在籍していた学生は、原則本学にて受講用 Zoomユーザーを作成済みです。その際

のアクティベーションメールは有効期限が切れているので Zoomユーザーの「6.2. パスワード変更

（WEB:パスワードロック解除）」の手順で利用を開始することができます。（ユーザー作成以外は入学

年度によらず共通の手順となります）。 

 

■教員（講義用 Zoomユーザー） 

利用対象者 教員：東北学院大学在籍の専任/非常勤 

(職員：東北学院大学在籍の専任) 

Zoomユーザーで利用するメールアドレス 統合認証アカウント@mail.tohoku-gakuin.ac.jp 

ライセンス 教員：Zoom Meetings Education 

(職員：Zoom Meetings 基本（無償版）) 

Zoomユーザー作成をする者 Zoomアカウント管理者（情報処理センター） 

※ご自身で設定した別名（Alias）のメールアドレスではありませんのでご注意ください。 

※年度途中で奉職した場合で Zoomユーザーを利用する方は Zoom アカウント管理者（情報処理センタ

ー）にご相談ください。相談があり次第 Zoom ユーザー作成を行います。 

※アクティベーションメールの有効期限が切れている場合は、「6.2. パスワード変更（WEB:パスワー

ドロック解除）」の手順で利用を開始することができます。 

※Zoom Meetings Education は、ミーティングの時間制限が解除され、300名まで参加可能です。 

※Zoom Meetings 基本（無償版）は、最大 40 分のグループミーティング、100名まで参加可能です。 
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 利用上の注意事項 

 Zoom社との契約は単年度となるため、契約変更により本サービスは廃止となる場合があります。 

 2021年 3 月現在、Zoom社は教育機関に対して Zoom Meetings 基本（無償版）の時間制約を一時的

に解除しておりますが、期限は明示されていないため予告なく再設定される場合があります。 

 学生は本学が指定する受講用 Zoomユーザーを各自で準備する必要があります。 

 教職員は Zoomアカウント管理者にて、講義用 Zoomユーザーを準備します。 

 本学アカウント配下の Zoom ユーザーは、学外からの妨害リスクを軽減するための機能を利用でき

ます（「5.3.ミーティングのスケジュール」を参照）。ミーティング開催者（ホスト）がその機能

を利用した場合、「1.2.利用対象者」記載のメールアドレス（メールドメイン）を持たない Zoom

ユーザーは、ミーティングに参加できなくなりますので、学内構成員のみのミーティング利用

は、大学指定の Zoom ユーザーを必ずご利用ください。 

 各自のスマートフォン等で既に無償用 Zoomユーザーを利用している場合は、個人利用と大学利用

で Zoomユーザーを使い分けてください。 

 卒業・退学・退職後については、本学アカウント配下の Zoomユーザーの継続利用はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■補足：東北学院大学 Zoom アカウントについて 

Zoomアカウントとは、Zoomユーザーの所属を示すもので、アカウント配下の Zoomユーザーに共通設定やライセ

ンス付与などを行うことができるものです。本学の Zoomアカウントでは、以下のメールアドレス（メールドメイ

ン）で作成された Zoomユーザーを強制的に本学 Zoomアカウント管理下に収集する設定を行っております。 

そのため、特定の Zoomアカウントに所属していない無償用 Zoomユーザーなどと利用できる機能に差異が発生す

る場合があります。なお、Zoomアカウント配下に所属すると、所属後にサイン用メールアドレスを変更しても、

所属はアカウント配下の Zoomユーサーのままとなります。 

・東北学院大学 Zoomアカウント配下として統合される Zoomユーザー 

教職員用メールアドレスを利用した Zoomユーザー {任意の文字列}@mail.tohoku-gakuin.ac.jp 

学生用メールアドレスを利用した Zoomユーザー {任意の文字列}@g.tohoku-gakuin.ac.jp 

 

■よくあるトラブル：Zoomサインインができない 

 

■Zoomユーザーのサインイン時は、指定されたメールアドレ

スと、個人で設定したパスワードを入力してください。 

 

※図中の「SSOでサインイン」、「Google でサインイン」、

「Facebook でサインイン」は本学で利用できません。 

※パスワードは統合認証アカウントと連携はしていません。 
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 禁止事項 

 講義用、受講用 Zoom ユーザーを本学指定のメールアドレス以外に変更すること。 

 組織利用を前提とした学内メールアドレスで Zoomユーザーを作成すること。 

 自己の講義用、受講用 Zoom ユーザーを他人に使用させないこと。 

 Zoomミーティングで授業、会議等のミーティングで妨害行為を行うこと。 

 オークションなどの商業利用やゲームなどの遊戯目的に利用すること。 

 公序良俗に反する内容を情報発信すること。 

 他人に対する名誉毀損や誹謗中傷、及びプライバシー侵害を内容とする情報発信をすること。 

 デマなど虚偽の情報を情報発信すること。また、他人の名前を使用して情報発信すること。 

 免責事項 

 Zoom Meetings の利用に伴って生じたあらゆる損害等について一切の責任を負いかねます。特

に、Zoom クライアントソフト等のインストール前の環境への切り戻しを本学にて実施すること、

およびその操作をサポートすることは致しかねますので、利用者の責任において事前に復元方法

を確立した上でご利用ください。 

 本サービスは、Zoom 社が提供するクラウドサービスの機能であるため、サービス提供元の仕様変

更、不具合、障害等に関するトラブル、利用する端末、ネットワーク機器、ネットワーク経路に

おける不具合、障害等に関するトラブル等、一切の責任を負いかねます。これらのことを踏まえ

本サービスの利用を指示する教職員は、本サービス以外の代替案を検討しておく、または、それ

らのリスクを許容した上で利用指示を出してください。 

 本学の Zoom アカウント配下に属する Zoomユーザーはすべて本学に帰属するものとし、Zoom社と

の契約変更および運用上必要に応じて予告なく本学の Zoomアカウント配下の Zoom ユーザーを削

除する場合があります。削除した Zoom ユーザーが保有している設定情報や各種データなどは一切

保証いたしません。 

 Zoom ユーザーの氏名情報 

受講用、講義用 Zoomユーザーの氏名情報は利用者にて任意のものに変更が可能となりますが、運用上個

人を特定することが必要であるため、必ず大学登録の氏名を設定してください。ミーティング開催者（ホ

スト）より指示がある際は一時的に変更を行い、ミーティング終了後に元に戻してください。 

■2020年度本学アカウント配下の Zoom ユーザー氏名の初期設定（例） 

名 ガクイン タロウ(全員カタカナ登録） ※漢字、ひらがな、カタカナ、英字は任意 

姓 （学生）、（教員）、（職員）のいずれか ※利用者識別記号 

2. ≪学生専用手順≫受講用 Zoom ユーザーの作成 

本章では、Windows10 の Chrome画面を使って操作を説明します。 

本章は、≪学生≫を対象としております。教職員の Zoom ユーザーの有効化は第３章をご確認ください。 
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本章記載の本学発行の Google アカウントと Gmail についての詳細は、東北学院大学 IT ナビサイトの 

「Google Workspace for Education」をご確認ください。 

 事前準備（学生用 Gmail にログインする） 

1) Googleログインページ（https://

accounts.google.com/）にアクセ

スします。 

 

2) 利用者に付与された Google アカウ

ントを入力し、[次へ]をクリック

します。 

 

3) 認証画面が表示されますので、「統

合認証アカウント」のユーザー名

とパスワードを入力し、[ログイ

ン]をクリックします。 
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4) Googleアカウントホーム画面が表

示されます。 

 

5) Googleにログインした状態で、Go

ogleホームページ(https://www.g

oogle.com)にアクセスします。 

 

6) 画面の右上の Googleアプリアイコ

ンをクリックし、[Gmail]をクリッ

クします。 
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7) Gmail のホーム画面が表示されま

す。ホーム画面は開いたままにし

てください。 

[注意] 

Googleアカウントが大学発行の Google

アカウントか確認してください。個人

の Gmail が表示されており、メールが

届かないという問い合わせが多いで

す。（必要であれば Google Workspace 

for Education のマニュアルにアカウ

ント切り替え手順の記載がありますの

でご利用ください。） 

 

 

 Zoom ユーザーの新規作成 

1) Zoomの Webサイト 

https://zoom.us/ 

へアクセスします。 

※Web 検索「Zoom」で検索 

 

[注意 1]  

「2.1.事前準備（学生用 Gmail にログ

インする）」から継続して実施する場合

は、Gmailの画面を開いたまま、右図の

ように[＋]をクリックして新規タブを

起動してから検索ください。  

2) [サインアップは無料です]をクリ

ックします。 
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3) 生年月日を入力し、[続ける]をク

リックします。 

 

4) 本学発行の Google アカウントを入

力し、[サインアップ]をクリック

します。 

 

 

 

 

 

※[サインアップ]をクリック後、

自動登録などを防ぐための、画像

ポップアップが表示される場合は

その指示に従ってください。 

 

 

5) 自身の学生用メールアドレス宛に

メールを送信しましたの画面に切

り替わったら、この画面は閉じて

ください。 
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6) 学生用 Gmailのメールホーム画面

を確認します。 

 

Zoomから受信したメールをクリッ

クし、内容を確認します。 

 

7) 送信元アドレスが 

【Zoom <no-reply@zoom.us>】 

であることを確認します。 

 

[アカウントに統合]をクリックし

ます。 

 

8) Zoomアカウントのアクティベート

の画面が表示されます。 

 

[パスワードでサインアップ]をク

リックします。 
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9) 「名」には、大学登録氏名をカタ

カナ（例：ガクイン タロウ）で

入力し、「姓」には、識別記号 

「（学生）」を入力します。 

※変更を希望する場合は、「1.6.Zo

om ユーザーの氏名情報」を参照 

 

「パスワード」「パスワードを確認

する」には、同じ任意のパスワー

ドを入力します。 

 

※Zoom指定のルールセットを満た

す必要があります。条件を満たし

ていないものがあれば赤字で表示

されます。 

 

 

[続ける]をクリックします。 

 

10) 仲間を増やしましょう。の画面が

表示されます。 

 

[手順をスキップする]をクリック

します。 

 

ガクイン タロウ 

（学生） 
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11) テストミーティングを開始。の画

面が表示されます。 

 

[マイアカウントへ]をクリックす

るとアカウント情報を確認できま

す。 

 

12) プロフィール画面で、氏名情報、

サインイン用メールアドレスが大

学指定のものになっていれば、受

講用 Zoomユーザーの新規作成は完

了となります。 

 

【受講用 Zoomユーザー作成情報】 

氏名：「1.6.Zoomユーザー 

の氏名情報」を参照 

  サインイン用メールアドレス： 

   本学発行 Googleアカウント 

  ライセンスタイプ：基本 

 

  ※ライセンスタイプの [?] のアイ

コンをクリックすると、ライセ

ンスにおける利用条件が確認で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■補足：端末やスマートフォン等の複数のデバイス利用する際の注意 

・複数のデバイスを利用する場合は、いずれかのデバイスで受講用 Zoomユーザーの作成を行っていれば、他の

デバイスでは、本学発行の Googleアカウントと個人で設定したパスワードでサインインすることできます。（デ

バイス毎に Zoomユーザーを作成する必要はありません。） 

ることも可能です。 
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3. ≪教職員用手順≫：講義用 Zoom ユーザーの有効化（パスワード設定） 

本章では、Windows10 の Chrome画面を使って操作を説明します。 

本章は、≪教職員≫を対象としております。学生の Zoom ユーザー作成は第２章をご確認ください。 

本章記載の教職員メールについての詳細は、東北学院大学 ITナビサイトの「教職員限定サービス-教職

員用メールサービス：DEEPMail」をご確認ください。 

 Zoom 招待メールから講義用 Zoom ユーザーを有効化する 

1) ウェブメールログインページ（htt

ps://webmail.ipc.tohoku-gakuin.

ac.jp/）にアクセスします。 

 

2) 利用者に付与された統合認証アカ

ウント、パスワードを入力し、[LO

G IN]をクリックして、ウェブメー

ルにログインします（教職員のみ

利用可）。 

 

 

 

 

 

 

 

3) メールホーム画面の[受信トレイ]

をクリックすると、受信したメー

ルの一覧が表示されます。「Zoom

のアカウント招待」のメールをク

リックします。 

[注意 1] 

4 月奉職の方は、奉職日から 5営業日

以内を目安で順次 Zoomの招待メールを

送信します。 

[注意 2] 

配信日から 30日間有効です。30日以

上経過している場合は、以降の手順は

実施せず、「6.2. パスワード変更（WE

B:パスワードロック解除）」を実施くだ

さい。 

 

言語の選択ができます。 

https://webmail.ipc.tohoku-gakuin.ac.jp/
https://webmail.ipc.tohoku-gakuin.ac.jp/
https://webmail.ipc.tohoku-gakuin.ac.jp/
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4) 送信者が 

【Zoom <no-reply@zoom.us>】 

であることを確認し、[html]をク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) [外部コンテンツを表示]をクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) [Zoom にサインイン]をクリックし

ます。 

 

[注意 1] 

Zoom招待メールの本文の[Zoom にサイ

ンイン]は講義用 Zoom ユーザーの有効

化の際、１回のみ利用可能です。有効

化後の Zoom ユーザーへのサインイン

は、「5.1.Zoomサインイン」の手順で

実施してください。 

 

 



東北学院大学 Zoom Meetings 利用者マニュアル 

第 1.00版/2021.3.1 

- 14 - 

7) [パスワードでサインアップ]をク

リックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ①氏名を確認します。 

※変更を希望の方は、「1.6.Zoom

ユーザーの氏名情報」を確認して

ください。 

 

②「パスワード」、「パスワード確

認」に任意の文字列を入力しま

す。 

※Zoom指定のルールセットを満た

す必要があります。条件を満たし

ていないものがあれば赤字で表示

されます。 

 

 

③[続ける]をクリックします。 
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9) [マイアカウント]へクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) プロフィール画面で、 

①氏名を確認します。 

  ②サインイン用メールアドレスの

[表示]リンクをクリックし、本

学指定のメールアドレスになっ

ていることを確認します。 

③ライセンスタイプを確認しま

す。 

 [教員]:ライセンスあり 

 [職員]:基本 

以上で講義用 Zoom ユーザーの有効

化は完了となります。 

 

※ライセンスタイプの [?] のアイ

コンをクリックすると、ライセン

スにおける利用条件が確認できま

す。 

※複数デバイスで利用する場合で

もこの手続きは１度実施すれば他

のデバイスではユーザーの有効化

は不要です。 
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4. Zoom クライアントソフトのインストール 

PC の場合は、Zoom ミーティングに参加する際に、自動で Zoomクライアントソフトがインストールされ

ますが、WEB 会議直前でトラブルが発生することもあるため、事前に Zoomクライアントソフトをインスト

ールしておくことをお勧めします。 

 

 Windows の場合 

1) ダウンロードセンター（https://z

oom.us/download）にアクセスしま

す。 

 

2) ダウンロードセンターの最上段に

ある「ミーティング用 Zoom クライ

アント」の[ダウンロード]をクリ

ックして、インストーラーをダウ

ンロードし、保存したインストー

ラーを起動します。 

 

通常はブラウザからインストーラ

ーを起動できますが、もし起動で

きない場合は、保存先のフォルダ

（例：ダウンロード）にあるイン

ストーラーをダブルクリックして

起動します。 

 

 

3) Zoom Installer の画面が表示され

た後、Zoomクラウドミーティング

の画面が表示されたら完了です。 
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 MacOS の場合 

1) ダウンロードセンター（https://z

oom.us/download）にアクセスしま

す。 

 

2) ダウンロードセンターの最上段に

ある「ミーティング用 Zoom クライ

アント」の[ダウンロード]をクリ

ックして、インストーラーをダウ

ンロードします。 

 

“zoom.us”でのダウンロードを許

可しますか？と表示された場合

は、[許可]をクリックします。 

 

3) 画面下部にある[ダウンロード]を

クリックします。 

 

ダウンロードしたインストーラー

[Zoom.pkg]をクリックします。 
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4) インストーラーが起動したら、 

[続ける]をクリックします。 

 

インストーラーの指示に従い、 

[インストール]をクリックしま

す。 

 

5) インストーラーが新しいソフトウ

ェアをインストールしようとして

います。と表示された場合は、 

[パスワードを使用...]をクリック

します。 
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6) Macの電源を投入してログインす

る時に入力するパスワードと同じ

パスワードを入力し、 

[ソフトウェアをインストール]を

クリックします。 

 

7) “zoom.us”から”ダウンロード”

フォルダ内のファイルにアクセス

しようとしています。と表示され

た場合は、[OK]をクリックしま

す。 

 

インストールが完了しました。と

表示されたら、[閉じる]をクリッ

クします。 

 

Zoomアプリの画面が表示されたら

完了です。 
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 Chromebook の場合 

1) Google（https://www.google.com

/）にアクセスし、キーワード 

「Zooom Cloud Meetiongs for Chr

ome」を入力して検索します。 

 

2) 検索結果で表示された 

[Zoom – Chrome ウェブストア]を

クリックします。 

 

3) 「Chrome ウェブストア」にアクセ

スできたら、[Chromeに追加]をク

リックします。 

 

「Zoomを追加しますか？」という

確認画面が表示されるので、 

[アプリを追加]をクリックしま

す。 
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4) 「Zoomインストールが完了しまし

た」と表示されたら、 

[アプリを起動]をクリックしま

す。 

 

英語画面の Zoomアプリの画面が表

示されたら完了です。 
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 スマートフォンやタブレット（iOS、Android）の場合 

1) ダウンロードセンター（https://

zoom.us/download）にアクセスし

ます。 

 

2) ダウンロードセンターの中段にあ

る「Zoom モバイルアプリ」から、 

iOSの場合は、 

[App Store]をタップします。 

 

Androidの場合は、 

[Google Play]をタップします。 

 

3) iOSの App Store では、 

Zoom Cloud Meettings の 

[入手]をタップします。 

 

Androidの Google Play では、 

Zoom Cloud Meettings の 

[インストール]をタップします。 
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4) インストールが完了したら、 

[Zoom]アイコンをタップします。 

 

Zoomアプリの画面が表示されたら

完了です。 
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5. Zoom の利用方法 

本章では、Windows10 の Zoom クライアントソフトの画面を使って操作を説明します。 

 Zoom サインイン 

1) [Zoom]アイコンをダブルクリック

して起動します。 

 

2) [サインイン]をクリックします。 

 

3) 本学指定のメールアドレスと設定

したパスワードを入力し、[サイン

イン]をクリックします。 

 

 

 

 

[注意 1] 

図中の「SSO でサインイン」、「Google

でサインイン」、「Facebook でサインイ

ン」は本学で利用できません。 

[注意 2] 

パスワードは統合認証アカウントと連

携はしていません。 

  

 



東北学院大学 Zoom Meetings 利用者マニュアル 

第 1.00版/2021.3.1 

- 25 - 

4) Zoomのホーム画面が表示される

と、サインインは完了です。 

 

 ミーティング参加 

 Zoomミーティングに参加するためには、Zoomミーティング IDとミーティングパスコードを入手する

必要があります（URLの場合もあります）。ミーティング開催者からの連絡をお待ちください（授業に関

しては、大学・学科・担当教員からの各種指示に従ってください）。 

 以降の手順は、ミーティング IDとミーティングパスコードを入手しており、カメラとマイクを利用す

る前提で記載します。 

 

1) Zoomクライアントソフトにサイン

インし、[参加]をクリックしま

す。 
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2) [ミーティング ID]を入力し、[参

加]をクリックします。 

 

 

 

3) [ミーティングパスコード]を入力

し、[ミーティングに参加する]を

クリックします。 

 

[注意 1] 

ミーティングパスコードの入力を５連

続で失敗するとミーティング参加が 30

分間できなくなりますのでご注意くだ

さい（Zoomアカウント管理者でもミー

ティングロックは解除できない仕様で

す。）。  

4) [コンピュータオーディオのテス

ト] （詳細は P28の補足を確認）

で、スピーカーとマイクの確認を

行い、[コンピュータでオーディオ

に参加]をクリックします。 

 

以上で、ミーティング参加は完了

となります。 
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■補足：Zoom ミーティング参加時の各種表示例 

■ミーティング開催者参加許可待ち画面 

 

■ミーティング機能でミーティング開催者（ホスト）が≪待

機室≫を有効としていた場合、左図のような画面が表示さ

れるので、ミーティング開催者（ホスト）の許可を待つ必

要があります。 

 

 

■ミーティング開始待ち画面 

 

■ミーティング機能でミーティング開催者（ホスト）が≪任

意の時刻に参加することを参加者に許可します≫を無効と

していた場合は、左図のような画面が表示されるので、ミ

ーティング開催者（ホスト）のミーティング開始を待つ必

要があります。念のため、参加予定のミーティング IDが正

しいか再度ご確認ください。 

 

■認証されたユーザーではないときの画面 

 

■ミーティング機能でミーティング開催者（ホスト）が≪認

証されているユーザーしか参加できません≫を有効として

いた場合、かつ、参加で利用した Zoomユーザーが指定した

メールアドレス（メールドメイン）ではない場合に表示さ

れます。大学指定の Zoomユーザーにサインインし直し、再

度参加を試みてください。 
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補足：コンピュータオーディオのテスト 

■オーディオテストの利用イメージ 

  

  

■ミーティング参加時や、参加後の Zoomミーティング画面の

左下のアイコンからオーディオテストを実施することがで

きます。 

 

 

■スピーカーのテスト画面 

 

■スピーカーのテストを行います。端末に複数のスピーカー

デバイスが接続（認識）されている場合は、利用したいス

ピーカーを選択しテストを行ってください。 

 

※デバイスが認識されていない場合は、OSまたはデバイスの

トラブルの可能性があります。また、Skype等別のアプリが

利用してデバイスが利用できない場合もありますのでご確

認ください。 

■マイクのテスト画面 

 

■マイクのテストを行います。端末に複数のマイクデバイス

が接続（認識）されている場合は、利用したい 

マイクを選択しテストを行ってください。 

 

※デバイスが認識されていない場合は、OSまたはデバイスの

トラブルの可能性があります。また、Skype等別のアプリが

利用してデバイスが利用できない場合もありますのでご確

認ください。 
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 ミーティングのスケジュール 

1) Zoomクライアントソフトにサイン

インし、[スケジュール]をクリッ

クします。 

 

2) ミーティング開催者（ホスト）は

ミーティング開催条件に沿ってミ

ーティングをスケジューリング

し、[保存]をクリックします。 

忘れず参加者に対して、ミーティ

ング開催情報（ミーティングＩ

Ｄ、ミーティングパスコード、ミ

ーティング参加用ＵＲＬ等を通知

してください。 

以上で、ミーティングのスケジュ

ール登録は完了となります。 

 

 

 

[注意 1] 

Zoom公式 WEBサイトでもミーティング

の設定は可能ですが、機能名や設定で

きるものに差がある場合があります。 

 

[注意 2] 

個人の設定により、スケジュール作成

の初期設定値が異なる場合がありま

す。 

 

 

  

パスコードは利用必須 

待機室の利用は慎重に！ 

常時待機室待ちの参加希望

者がいないか確認を行う運

用が可能なホストのみ利用

可。 

■認証されているユーザーしか参加できません。（利用推奨） 

 ミーティングへの参加予定者が、学内のみである場合は利用することを推奨。 

【学生・教職員が参加可】 

@mail.tohoku-gakuin.ac.jp、＠g.tohoku-gakuin.ac.jp の Zoom ユーザーのみ 

【教職員が参加可】 

@mail.tohoku-gakuin.ac.jp の Zoom ユーザーのみ 

【全世界のＺｏｏｍユーザーが参加可】 

 Zoom ユーザーであればメールアドレス（メールドメイン）に関わらず参加可 

ホスト参加前に参加者がミ

ーティング参加可能となる 

クラウド録画は機能を制限

しています。録画が必要な

方はローカル録画を利用し

てください。 

科目名、曜日校時、教員名

など参加が分かりやすいも

のを設定してください。 
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6. Zoom の各種メンテナンス 

本章では、Windows10 の Chrome、または、Zoomクライアントソフトの画面を使って操作を説明します。 

 Zoom クライアントソフトのアップデート確認 

1) Zoomクライアントソフトにサイン

インし、画面右上のアイコンをク

リックします。 

 

[注意 1] 

Zoomクライアントアプリは高頻度でア

ップデートされますので起動後はミー

ティング参加前に必ずアップデートを

行ってください。 

 

2) [アップデートを確認]をクリック

します。 

 

3) 最新の状態であることを確認しま

す。更新がある場合は、更新を行

ってください。 
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 パスワード変更（WEB:パスワードロック解除） 

この手順は次のケースに該当する場合に利用できます。 

  ①Zoomユーザーのパスワードが分からなくなった 

  ②Zoomユーザーの有効化をまだ行っていないが、Zoomの招待メールの有効期限が切れてしまった 

  ③Zoomユーザーのサインイン時に５回連続タイプミスを行い、サインインのロック状態となった 

   例：サインインロック画面イメージ 

 

 

 

 

1) Zoomクライアントソフトのサイン

イン画面のパスワード入力欄にあ

る[お忘れですか？]をクリックし

ます。 

 

※直接 Zoom 公式 WEBサイトのサイ

ンインページから[パスワードをお

忘れですか？]をクリックしても同

様の手順となる。 

 

2) Zoomのサインイン時に使用する本

学指定のメールアドレスを入力し

ます。 

 

 

 

 

 

「私はロボットではありません」

の左の□にチェックを入れて、 

[送信]をクリックします。 
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3) 手順 3で入力したメールアドレス

宛に、確認メールが届きます。学

生用 Gmailのメールホーム画面を

確認します。Zoomから受信したメ

ール[ZOOMのパスワードリセット

確認]をクリックし、内容を確認し

ます。 

[注意 1] 

教職員は教職員用メールに送付されま

す。 

 

4) 送信アドレスが 

【Zoom <no-reply@zoom.us>】 

であることを確認します。 

 

24 時間以内にメール内にある 

[ここをクリックしてパスワードの

変更をしてください] 

をクリックします。 

 

5) 「パスワード」「パスワードを確認

する」には、同じ任意のパスワー

ドを入力します。 

※Zoom指定のルールセットを満た

す必要があります。条件を満たし

ていないものがあれば赤字で表示

されます。 

 

 

 

 [保存]をクリックします。 

 

6) 「パスワードは問題なく変更され

ました。」のメッセージが表示され

たら完了です。 
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 各種設定変更（WEB:氏名情報の変更方法） 

1) Zoomクライアントソフトにサイン

インし、画面右上の歯車マークを

クリックします。 

 

 

2) [プロフィールを編集]をクリック

します（WEB サイトに移動しま

す。）。 

 

※直接 Zoom 公式 WEBサイトからプ

ロフィールを表示させることも可 

 

3) 本学指定のメールアドレスと設定

したパスワードを入力し、[サイン

イン]をクリックします。 

 

 

 

 

[注意 1] 

図中の「SSO でサインイン」、「Google

でサインイン」、「Facebook でサインイ

ン」は本学で利用できません。 

[注意 2] 

パスワードは統合認証アカウントと連

携はしていません。 
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4) 名前の横にある[編集]をクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 名前が編集できるようになるの

で、変更を行い、[変更を保存]を

クリックで完了です。 

 

※変更を希望の方は、「1.6.Zoom

ユーザーの氏名情報」を確認して

ください。 

 

 

 


