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BE studioオンラインレッスンが
始まる前のお願い

※オンラインレッスンが開始される前に、必ず目を通してください。

※初めてZoomをお使いになる方へ※



１．オンラインレッスンで使うデバイスを決め、 …3

Zoomアプリをインストール

２．【任意】Zoomのサインアップ（アカウント作成） …6
※アカウントを作成しなくてもZoomは使用できますが、作成したほうがより便利に使用できます。

３．Zoomのセルフチェック …24

４．LINEWORKSに届くレッスンへの招待を確認 …30

５．レッスン当日は５分前にスタンバイ …31
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目次
以下の手順でご準備をお願いします。



１．オンラインレッスンで使うデバイスを決め、
Zoomアプリをインストールしてください。

スマートフォン・

タブレットを使う場合
パソコンを使う場合

アプリストアからZoomアプリ
をダウンロードしてください。

P.4-をご覧ください。

※「App store」で入手

AndroidiPhone/iPad

※「Playストア
（GooglePlay）」で入手

※容量不足などでダウン
ロードできない方は、ブラウ
ザ（ChromeやSafari, 
Internet Explorer等）
からでも参加可能です。
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Zoomアプリのインストール方法(1/2)
パソコン

の場合

ここをクリックすると、
インストールに必要なファイルが

ダウンロードされます。

Zoomのダウンロードページ（https://zoom.us/download）にアクセスし、
「ミーティング用Zoomクライアント」を「ダウンロード」してください。

ここをタップ！
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1

https://zoom.us/download
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ダウンロードした「ZoomInstaller」をクリックすると、インストールが始
まります。Zoomアプリが自動で立ち上がったから、インストール完了です。
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ZoomInstaller
をクリック

3

アプリが立ち上がったら
インストール完了です。

Zoomアプリのインストール方法(2/2)
パソコン

の場合

このようにインストールが始まります。



2．【任意】Zoomのサインアップをしてください。

スマートフォン・タブレットを使う場合

…P.7へ 6

？ メールアドレスと任意のお名前を登録して、アカウン
トを作ることです（初回登録をするようなもの）。

サインアップ
って何？

？ お金はかかりません。無料で登録できます。メールア
ドレスのみ必要で、住所等も必要ありません。

お金はかか
る？

Zoomで行ったレッスンの履歴が残るので、次の回
からアクセスしやすくなります。また、マイクや音量の
確認、その他設定がしやすくなります。

どんな良いこ
とがあるの？

※サインアップをしなくてもZoomは利用できますので、設定は任意となります。

パソコンを使う場合

…P.16へ
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Zoomのサインアップ方法(1/9)

Zoomアプリを開き、「サインアップ」をタップしてください。

スマートフォン・
タブレット

ココ
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Zoomのサインアップ方法(2/9)

[検証のために、誕生日を確認してください。]で、誕生日を入力し「確認」
をタップしてください。

スマートフォン・
タブレット

※注意※
おうちのかたの生年月日を
入れてください。
お子さまの生年月日だと、
年齢制限で利用できない
可能性があります。

ココ

・16歳以上でなければ、Zoomは使うこ
とができません。
・もし、誤って入力した場合、30分後に
は、リセットされているので、再度入力し
てみてください。



9

Zoomのサインアップ方法(3/9)

メールアドレス・お子さまの名・姓を入力。「サービス利用規約」に同意に
チェックを入れ、「サインアップ」をタップ

スマートフォン・
タブレット

ココ

※注意※
姓名は、ZOOMの画面に表示される名前と
なります。
お名前をフルネームで入れてください。
フルネームを表示したくない場合は、お好きな
名前を入れてください。
（ローマ字・漢字、いずれもOK）
「サービス利用規約」にチェックを入れてくださ
い。
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Zoomのサインアップ方法(4/9)

メールが送られると送信確認が届くのでOKを押す。

スマートフォン・
タブレット

ココ
ご自身で登録しているメー
ルBOXを開いてください。

登録したアドレス
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Zoomのサインアップ方法(5/9)

「Zoomアカウントをアクティベートしてください」というメールが届く
ので、メールの「アクティブなアカウント」をタップ。

スマートフォン・
タブレット

ココ

SMS/MMSの場合は、先に
「html」をタップしてください。

ココ

出来ない場合は
下のURLをブラウ
ザに張り付けるｃ
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Zoomのサインアップ方法(6/9)

下の画面が出たら「いいえ」を選択して、「続ける」をクリック

スマートフォン・
タブレット

ココ
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Zoomのサインアップ方法(7/9)

アカウント情報で任意のパスワードを2回入れ、続けるをタップ。

スマートフォン・
タブレット

ココ
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Zoomのサインアップ方法(8/9)

仲間を招待は「手順をスキップ」をタップ

スマートフォン・
タブレット

ココ
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Zoomのサインアップ方法(9/9)

この画面がでたら登録完了です。画面を閉じてください。
アプリを開くと、登録したアドレスとパスワードでサインインできます。

スマートフォン・
タブレット

この画面が出たら
サインアップは完了です！

アプリにサインイン
できるようになります。
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Zoomのサインアップ方法(1/8)

Zoomアプリを開き、「サインイン」→「無料でサインアップ」をクリック
してください。

パソコン

の場合
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※注意※
おうちのかたの生年月日を入れてください。
お子さまの生年月日だと、年齢制限で利用できない可能性があります。

パソコン

の場合

[検証のために、誕生日を確認してください。]の画面で、おうちのかたの誕
生日を入力し、「続ける」をクリック。

Zoomのサインアップ方法(2/8)



※生年月日情報により、異なる画面が
出ることがあります。

パソコン

の場合
Zoomのサインアップ方法(3/8)

次に、使用したいメールアドレスを入力して、サインアップをクリック。
「○○にメールを送信しました。」画面が出たら、指定したメールアドレス
の受信トレイを確認してください。

ココに入力・クリック

※注意※
①パソコンの設定などにより、受信トレイ以外のフォルダに
入っている場合があります。（迷惑メールフォルダなど）
②それでも届かない場合は、「別のメールを再送信」で指
定しなおしてください。
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パソコン

の場合
Zoomのサインアップ方法(4/8)

登録メールアドレスに[Zoomアカウントをアクティベートしてください] と
いうメールが届くので、メール本文内の「アクティブなアカウント」をク
リック。
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※注意※
テキストメールの場合、
「このメッセージをテキ
スト形式に変換しまし
た」の表示をクリックし
「HTMLとして表示」
を選択

ココをクリック

クリックしたら、Zoomのホー
ムページが立ち上がります



パソコン

の場合
Zoomのサインアップ方法(5/8)

下の画面が出たら「いいえ」を選択「続ける」をクリック
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ココを選択、クリック

※この画面は出ない場合もあります。



パソコン

の場合
Zoomのサインアップ方法(6/8)

[Zoomへようこそ]の画面で、任意の姓名とパスワードを入力※
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※注意※
姓名は、ZOOMの画面に表示される名前となります。
お名前をフルネームで入れてください。
フルネームを表示したくない場合は、お好きな名前を入れてください。
（ローマ字・漢字、いずれもOK）

ココに姓名を入力

※注意※
パスワードを忘れないように、どこかにメモ書きで残しておくと良いでしょう。

ココに任意のパスワー
ドを入力

入力したら、
「続ける」をクリック



パソコン

の場合
Zoomのサインアップ方法(7/8)

[仲間を増やしましょう。]という画面では、入力は不要です。手順をスキッ
プする」をクリックしてください。
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ココをクリック



パソコン

の場合
Zoomのサインアップ方法(8/8)

[テストミーティングを開始。]の画面が表示されれば、初期登録は完了で
す！アプリを開くと、登録したアドレスとパスワードでサインインできます。
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この画面が出たら
サインアップは完了です！

アプリにサインイン
できるようになります。



３．オンラインレッスン本番までに
Zoomのセルフチェックをしてください。

https://zoom.us/test

「参加」をクリックすると、自動的にテストがスタート！

↑↑↑ココをクリック

パソコン
の場合

「Zoom Meetings」
アプリをインストール
するか聞かれた場合は、
手順に従ってダウン
ロードしていただいて
問題ありません。

※PCの容量が足りない場合
などは、ダウンロードしな
くても問題ありません。
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https://zoom.us/test


パソコンの場合、テストは以下のように進みます。

①映像のテスト

②音声のテスト

③正常な動作が確認できたらOK！

アプリをダウンロードせずにブラ
ウザ（Google ChromeやSafari）
で利用している場合や、スマート
フォンで利用している場合は、テ
ストの①～③は表示されません。
ご自身でマイクやビデオの
ON/OFFをお試しください。

画面左下にある
アイコンを
クリック！
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https://zoom.us/test

※注意※
この画面が出てきた場合、
お子さまの名前を入れて下さい
(レッスンで表示されるため）

①「参加」をタップ→「開く」をタップ

↑↑↑ココをクリック

スマートフォン・

タブレットの場合

「開く」をタップください。
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https://zoom.us/test


「参加」を押したあと「キャンセル」を押してしまった場合や、
これまでサインインしたことがない場合は、
セルフチェック（テスト）の際にIDが求められることがあります。
下記のように画面に表示されているIDをご入力ください。

ここでキャンセルを押した場
合や、Zoomにサインインした
ことがない場合は、Zoomを
開いた際にIDを求められる可
能性があります。

IDを求められた場合は、
上記画面に表示されるIDを
ご入力ください。
（本マニュアルではなくご自身の画面
に表示されているIDを使用ください） 27



②「カメラの許可」・「マイクの許可」・「通知の許可」など
アプリのセキュリティに関する設定を求められます。
すべて許可してください。

※注意※
カメラorマイクでOKが押せない場合は、本体の設定を変更して下さい。
スマートフォン・タブレットのホーム画面から
設定＞プライバシー＞カメラorマイク＞Zoomの設定をonにして下さい。 28



ここでコピーができま
す！

ここまで来
たらOK!

③②が終わると、カメラ映像が表示されます。
「インターネットを使用した通話」をタップしてください。

とくにテスト画面な
どは出ませんので、
ご自身でマイクやビ
デオのON/OFFを
お試しください。
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4．レッスン開始までに、LINEWORKSで
先生からメッセージが届きます。

メッセージ例）

オンラインレッスン
URL・ID・パスワード
※注意※
別のデバイスを使用する
場合や、サインインをして
いない場合は、ID/パス
ワードが求められることが
あります。その場合、
お知らせに記載されてい
るものを入力してください。

オンラインレッスンの
ご案内はこちらに届き
ます。
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5．当日は、5分前にスタンバイしてください。

以上となります。
皆さんとレッスンでお会いすることを楽しみにしています！

①前ページ３.で届いたメッセージにあるURLをクリックして、お待ちください。
(前頁オレンジ枠）

②待機中の画面が出ます。
そのまま少しお待ちください。
(右のような画面）

③レッスン開始になりますと、
画面がつながります。

IDとパスワードが求められた場合は、先生から届いたメッセージに
記載されているIDとパスワードをご入力ください。
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