
 

 

今年に入り今までとは違った“新しい生活様式”を余儀なくされる様になりました。 

そんな昨今ＰＴＡ活動はどうしていますか？「コロナだから仕方ない…」と活動が止まって 

しまっていませんか？もちろん無理に活動するのも良くありませんが、次年度ＰＴＡの引き 

継ぎなどに、不安を感じている役員さんも多いかと思います。「オンライン会議」でＰＴＡ運 

営を補っている学校も増えて来ていますが、一歩が踏み出せず、導入出来ていない単位ＰＴＡ 

も一定数あるようです。今回のとこっぴはそんな一歩をサポートしたいと思います。 

でも、誰しもデジタル機器が得意！と言うわけではありませんよね？ 

「私はアナログ派！オンライン会議とか全然ダメ！」そんな方向けに、やり方をわかり 

やすく解説しますので、この機会に一歩踏み出してみてください。踏み出せば、自宅から 

多くのＰＴＡの方々、遠くの方とも繋がれます！「最近会えていないあの人は元気かな？」 

主だった活動はなくとも、ＰＴＡの根幹はコミュニケーションや情報で繋がることです。 

オンライン未経験の方は！ぜひ 

 

※ 今回のとこっぴは「スマホとかパソコンは苦手」という初心者向けの記事中心になります。  
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今回は、最近よく聞くオンラインアプリ「ＺＯＯＭ」（ズーム）の使い方をｉＰｈｏｎｅ 

（アイフォン）、Ａｎｄｒｏｉｄ（アンドロイド）の両方を使ってご紹介します。 

左（黄色枠）がｉＰｈｏｎｅで、右（緑枠）がＡｎｄｒｏｉｄの画面になります。 

まずはＺＯＯＭアプリをどこからダウンロードするの？そんな疑問からお答えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各アイコンをタップ！ 

（軽く触りましょう） 

 

 

 

 

まず無料の「ＺＯＯＭ」 

アプリを検索しましょう。 

 

 

 

ＺＯＯＭと打ち込みます。 

 

「ＺＯＯＭ Ｃｌｏｕｄ  

Ｍｅｅｔｉｎｇｓ」が 

出てきます。  

 

  

ｉＰｈｏｎｅは 

「App Store」から 

Ａｎｄｒｏｉｄは 

「Playストア」から 

ｉＰｈｏｎｅは画面下

の虫眼鏡マークから 

Ａｎｄｒｏｉｄは画面

上の虫眼鏡マークから 

※Ａｎｄｒｏｉｄは 

 ＺＯＯＭで始まる 

 アプリがいくつか 

 出てくるので注意 

しましょう。 
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それぞれ画面にアプリ

が入りました。 

ダウンロードが無事に

完了した証拠です。 

 

 

 

さて、次は使い方です。 

ここからは「ホスト」と呼ばれる招待する側と 

「ゲスト」と呼ばれる招待される側に 

別けてご説明しましょう。 

ｉＰｈｏｎｅがホスト、Ａｎｄｒｏｉｄをゲストとします。 

では、ＺＯＯＭを起動しましょう。 

このＺＯＯＭの画面が出た後に下記（次のページ）の画面に移動します。 

※立場が逆（ホスト側とゲスト側）になったら操作は相手側を見てください。 
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ｉＰｈｏｎｅは【入手】

を押してダウンロード。

ダウンロード出来ると

【開く】に文字が変わり

ます。 

Ａｎｄｒｏｉｄは 

【インストール】を押

してダウンロード。 

完了すると【開く】に

文字が変わります。 



  では、最も使用頻度が高いと思われるゲスト【招待を受ける側】から

見ていきましょう。 

 受ける側は設定などの必要はありません。相手の方から日時のお知らせなどが届きます。 

画面左側から順に読み進めてください。 
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多くの方はメールや 

ＬＩＮＥでこの様な招

待の文章が送られて来

ます。 

実際のメールを元に進

めていきましょう。 

この様なメールが届い

たら、まずは日時をチェ

ック！１週間先という

事もあります。 

時間が来たら青く変わ

ったこの文字部分を 

タッチ！ 

ＺＯＯＭのアプリが

起動した画面です。 

「ミーティングに 

参加」を押して待ち

ましょう。 

ホストの側で「許可」

を押してくれたらビ

デオ通話画面に入れ

ます。 

青文字部分をタッチす

ると、すでにアプリが入

っているのでこの様な

画面が出てきます。 

ＺＯＯＭを選択しま

しょう。 

※【常に開くに設定】

を選べば次回からは 

ＺＯＯＭ招待メールの

青文字にタッチしただ

けでアプリが起動しま

す。 



  

（ホスト側が許可を押してくれたので、無事に入室出来ました。） 

※画面の都合上、こちらはゲストでピンクの人影マークで表しています。名前はゲストさん 

です。 
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１番最初の画面はこれ。 

そして初めての人の多

くが「声聞こえないよ」

って言われるんです。 

マイクボタンを押すとこ

の画面が出て来ます。 

「許可」を押して自分のマ

イクをオンにしましょう。 

マイクをオンにしないと

通話できません。講義など

聞いているだけの人は 

オフのままで。 

ビデオボタンを押すとこ

の画面が出てきて来ま

す。「許可」を押して自分

のビデオをオンにしまし

ょう。 

この画面は１番最初のみ

で２度目からはマークの

オン、オフが切り替わる

だけになります。 

お部屋が写ったら困ると

いう人はオフのままで。 



        

  

もしも、こんな画面が出たら？ 

  

  

  

 

ビデオをオンにしたマーク

画面。（自分は右下）相手の

方がビデオをオンにしてな

いとこの人形マークが中央

に表示されています。 

もし多数決など取る際に

「手を挙げて」と言われ

たら右下の詳細から、こ

の画面を出して「手を挙

げる」を選んでください。 

挙げた手は同じ操作で下

げるのをお忘れなく！ 

最後は右上の「退出」を

押して終了しましょう。 

電話回線ではなく、ネットにつながる環境が

あるという事です。Wi-Fi などパケット通信

が出来るという事ですので「インターネット

を使用した通話」を選択しましょう。 

「画面にマークが無くなっちゃっ

た！！」 

慌てなくて大丈夫です。画面をタッチ

すると上下にボタンが出て来ます。 
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→  

では、次にホスト【招待する側】です。 

一番左のアイコンの「新規ミーティング」は「今から」開始する場合です。 

今回は一般的な左から３つ目の「スケジュール」を選択しましょう。選択すると次のページで日

付と開始時間と使用時間などが設定できますので、都合に合わせて設定しましょう。 

決まったら、右上の青文字の「保存」を押します。 

学校の役員会、リモート授業や講義、リモートお茶会、 

相手の顔を見て話しができます。相手の方と電話や、 

メールやＬＩＮＥで予め日時を決めておくのもいいで 

すが、決めていなくても次のページで招待通知を出せ 

ます。 

画面中央「招待の送信」をタップするとコマンドが現れ 

メール、ＬＩＮＥなど送信できます。 
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画面左から順に 

      

   

 

  

   

 

実際のメールの画面。これ

で相手のメールアドレスを

入れて送信完了。 

ホストは日時が来たら先に

アプリを開いて招待した 

ゲストを待ちましょう。 

時間になると招待し

たゲストが入ってき

ました。 

「許可する」を押して

迎え入れましょう！ 

この画面は自分のビデオ（映

像）がオフになっていて、マイ

クはオンです。相手に声だけが

届く状態です。マイクとビデオ

マークはタッチする度にオン

とオフが切り替わります。 

ゲストが入ってきました。 右下の詳細を開いた画面 

多数決の時など、皆に手を挙

げてもらった際の確認画面。

参加者を開くと確認できる。 
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※前頁で右下の「詳細」を開いた際に、ホストには「手を

挙げる」という項目がありませんが、招待された側なら 

ｉＰｈｏｎｅでも手を挙げると表示されます。 

では、お話が終わって皆さんが退出されたら 

右上の「終了」を選んで次の画面に移り 

「全員に対してミーティングを終了」を選択して終わり 

ましょう。 

 

いかがでしたか？ 

これで、皆さんもＺＯＯＭを使って会議や飲み会などが 

行えると思います。とっつきにくい事でも１回やってみ 

ると案外できるものですよ。 

 

～ここでちょっと便利な使い方のご紹介～ 

Ｑ 自分の名前を変更したいのですが？ 

 

Ａ 下の右から２つ目「参加者」を押して参加者名を表示させ、自分の名前（今回はゲストさ

ん）をタッチすると変更できます。 

 

Ｑ ビデオ通話は便利だけど、部屋を人に見られたくないです。 

だけど、こっちの元気な様子は見せたいのですが…。 

                  

Ａ そういう方には【バーチャル背景】がおすすめ！自分はそのままに“背景だけ” 

   好きな画像に変えられます。ハワイの画像を使えばお部屋にいるのにハワイ気分？！ 

   豪華な室内や大好きな画像を使って背景を盛り上げてみてください。 

設定の仕方は次のページへ！ 
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＊ 画面はｉＰｈｏｎｅですが、Ａｎｄｒｏｉｄも操作は同じです 

   

まずはミーティングに入ったら手を挙げる時と同様に「詳細」を開きます。 

 項目の中の「バーチャル背景」を選択すると、画像の選択画面が出ます。 

予め入っている画像を選んでもいいですが、自分の好きな画像にしたい方は「＋」マークを 

押します。スマホの中の写真フォルダー（写真が入っているところ）が開いて出てくるので 

好きな画像を選んで、（右下）の「閉じる」を押して完了です。 

右の画像はバーチャル背景選択後の画面です。 

（あえて自分が写らないようにしています） 

自分の背景が、選んだ画像に変化しています。 

 

＊ バーチャル背景を使う際の注意点 ＊ 

スマホの場合は、バーチャル背景機能に対応していない機種も 

あります。詳細の中に「バーチャル背景」が表示されていない 

場合は、未対応機種になります。 

ｉＰｈｏｎｅは８から対応しています。ｉＰｈｏｎｅ７より 

以前の機種はバーチャル背景が使えません。 
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ピンクは

自分です 



 

 最後に普段ＺＯＯＭを使用されている方々の意見をご紹介します 

   

   

  

 

Wi-Fi が使える場所

で使用しています。

通話代を気にせずに

使えます。 

現場に行かなく

って良いので移

動時間の短縮に

なる。 

スマホでのＺＯＯＭ

だと画面が小さくて

見づらい。 

いつでも、どこでも

できるからこそ、集

まりを断りづらい

(笑)。 

ＺＯＯＭはＰＴＡにおいてとても便利ですよ

ね。特に高校のＰＴＡではそれを実感してい

ます。しかし人によって通信環境やＩＴリテ

ラシーの違いもありますし、ＰＴＡは仕事で

はないのでこれ一辺倒になるのも考え物で

す。人と人との付き合いですからリアルでの

心の伝わり方にはやはりかないません。今は

仕方ない情勢でもありますが、今後もリアル

とオンラインを上手く使いこなして楽しく活

動できるＰＴＡを心掛けたいと思います。 

ビデオをオフにし

ていれば声は聞こ

えるので、他の事を

しながらでも会議

に参加できる。 

インターネット通話

だとパケット制限が

１ＧＢ契約の人には

厳しい。動きが不自

然になる時がある。 

１回４０分までは無料

なので、長くなる時は

休憩がてら４０分で区

切って２回行うなど 

工夫してします。 

集まって会議ができるのがいいです

が、出来ないときはＺＯＯＭでと臨

機応変にやっている感じです。 

ＺＯＯＭは初めての時は、なかなか

入れなかったり、ミュートがわから

なかったり、同時にしゃべってしま

ったり、バタバタしてましたが、慣

れてくるとだんだんやりやすくなっ

てくると思うので、慣れですかね。 
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過去の広報誌「とこっぴ」はこちらのホームページからご覧になれます→ 
 

 

世の中はどんどん便利になっていきます。期待していたことが 

「もうできるよ」そんな時代です。 

その波に乗って上手に使いこなす人達もいますが、手助けを得て 

なんとかついて行っている人達、ついて行けずに現状維持を決め 

込んでいる人達もいるのが現実です。 

コロナ禍の中で、ＰＴＡ活動も工夫し、今出来る事をやっていく 

という姿勢はとても大切だと思います。オンラインが苦手という 

方も一歩踏み出して、ぜひＺＯＯＭデビューしてみませんか？ 


