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講習会の内容

 新型コロナウイルスの影響で、全学的にオンライン授業

が行われる

 文学部でも全ての講義がオンライン授業になる

 オンライン授業で使用されるWeb会議ツールのZoomの利

用方法について説明



Zoom

 Web会議ツール

Zoom
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html から引用

https://zoom.us/jp-jp/meetings.html


オンライン授業受講の流れ

UTASにログインして受講する講義のオンライン
授業への参加用URLを確認

URLをクリックしてZoomソフトウェアを起動して、
オンライン授業に参加



UTASでオンライン授業URLを確認



UTAS（またはUTAS Lite）でオンライン授業URLを確認

 必ず毎回の講義で参加用URLを確認

◦ 講義によっては参加用URLが頻繁に変わる可能性があります

 UTASの「履修」から自分が履修またはお気に入り登録し

ている講義の一覧を表示、そこから各シラバスを確認

◦ UTASの参加用URLにITC-LMSのURLが記載されており、次回以降は

ITC-LMSからURLを確認する講義もあります

 オンライン授業URL・内容を閲覧できるUTAS Liteが開始

◦ UTASにつながりにくい状態でも、UTAS LiteからURLを確認できます



東京大学オンライン講義検索システム
（UTAS Lite）

 各講義のオンライン授業URL・オンライン授業内容を閲覧

できるシステム

◦ UTASに記載した内容が反映されるまでに最大1時間10分かかる

 閲覧にはECCSクラウドメールのアカウントが必要

◦ ECCSクラウドメールについてはこの後説明

 （現状では）UTASよりもUTAS Liteでオンライン授業URLを確

認することを推奨



東京大学オンライン講義検索システム
（UTAS Lite）

https://utelecon-directory.adm.u-tokyo.ac.jp/

https://utelecon-directory.adm.u-tokyo.ac.jp/


Zoomによるオンライン
授業への参加



UTASで確認したオンライン授業URLをクリック

 Zoomがインストールされていない場合は、Zoomがインス

トールされる

◦ ダウンロードや実行を行う



UTASで確認したオンライン授業URLをクリック

 Zoomがインストールされている場合は、Zoomが起動



名前の入力



ビデオのオン・オフ



オーディオに参加



インストール後に名前の入力の画面にならない

 以下のような画面が表示される場合は、URLを再度クリック



インストール後に名前の入力の画面にならない

 もしくは「ミーティングに参加」をクリックしてミーティングIDを入力、

パスワードを別途通知されている場合はパスワードも入力

 https://zoom.us/j/122115694
ミーティングID

URLをクリックして参加する場合はパスワードは
必要ないが、ミーティングIDを入力して参加す
る場合にはパスワードが必要という場合もある

基本的にはURLをクリックして参加



Zoomの画面



ビデオ・マイクのオン・オフ

マイク
オン・オフ

ビデオ
オン・オフ



ビデオ・マイクの設定



声が聞こえない・伝わらない

 適切なスピーカーやマイクが選択されているか確認

 マイクがオフになっている

◦ 講義形式によっては教員側で学生のマイクを強制的にミュートにするこ

とがあります

 参加時に「オーディオに参加」をクリック

していない

 OSによってはマイクやカメラの使用を許可する設定が必要

◦ 最初に許可するかの画面がでる



講義が終わったら



講義中に使用する
Zoomの機能



Zoomの機能

 挙手

 チャット

 画面共有

 コメント

 投票

 ブレークアウト



挙手

参加者一覧を表示



挙手
 手を挙げて教員に質問できる



挙手
 参加者全員が誰が手を挙げているかわかる

 教員が質問に答えた後は手を降ろす



チャット
メッセージの送信先を選択
できる

ただし、教員側で送信先を
全員もしくは教員のみに制
限している場合もあります

（荒らし対策でプライベート
チャットが初期設定で禁止
になっている）



チャット
ファイルの送信も可能

（荒らし対策で初期設定
で禁止になっている）

重要な内容であれば
チャットを保存する



画面共有

 他の参加者と画面やウィンドウ単位での共有が可能

◦ ホワイボードやPC等の音声も共有できる

 画面

◦ 表示されている画面がそのまま共有される（Zoom自身を除く）

 ウィンドウ単位

◦ PowerPointのみ、Firefoxのみといったようにウィンドウを指定して共有

 教員側で学生の画面共有を禁止している場合もあります

◦ 荒らし対策で初期設定で禁止になっている



画面共有

画面全て
を共有

ウィンドウ
単位

音声も共有
する場合

動画を共有
する場合



画面共有の送信側

共有の停止



画面共有の受信側



コメント

画面共有で画面やホワイト
ボードにコメントを書き込める

教員側で学生の書き込みを
禁止している場合もあります

（荒らし対策で初期設定で禁
止になっている）



コメント

書き込んだ内容は全ての
参加者に表示されます



投票

 選択式の質問を行うことができる、投票機能を使用できる

のはホストである教員のみです

 教員が学生の皆さんに投票機能を使用して、質問や問い

を行う場合があります



投票が開始されると

右のような画面が表示さ
れるので選択して送信



投票結果

結果が公開される場合には
右のような画面が表示される



ブレークアウト
 学生の皆さんがグループに分かれて、各グループそれぞれの

小部屋でミーティングを行う

◦ グループディスカッション、グループワーク

 教員が設定した時間後に学生の皆さんは元の部屋に戻る



ブレークアウト

 元の部屋にいる教員は、各小部屋と音声・映像のやりとり

はできない

◦ 教員は小部屋にメッセージを送信することはできる

 教員は各小部屋に参加することは可能、参加した小部屋で

は通常通りに音声・映像のやりとりができる

 学生の皆さんは教員に参加を求める（ヘルプ）ことができる



小部屋の学生が教員に参加を求める



今後のための準備



Zoomアカウント

 学生全員のECCSクラウドメール宛にZoomアカウントの招

待メールが送信（2020年3月24・25日）されている

 招待メールからアクティベートすることで有料版Zoomのア

カウントが使用可能になる

◦ Zoom Pro

 講義への参加にアカウントは必須ではないですが、今後

必要になる可能性もあるのでアクティベートしておく



ECCS（教育用計算機システム）

 東京大学の学生・教職員が利用できるコンピュータやネット

ワーク

 ECCS端末

◦ 法文1号館111教室や法文2号館学生ホール等に設置されているiMac

 ECCSクラウドメール

◦ G Suite for Education

◦ Gmail、Google ドライブ、Google ドキュメント等のGoogleのサービスを利

用可能



ECCSクラウドメールの利用方法

 UTokyo Accountを持っている学生全員が利用可能

 UTokyo Account 利用者メニューでメールアドレスとパス

ワードを設定することでECCSクラウドメールが使用できる

（ECCSの端末を使用する場合は、ITC-LMSでオンライン新規利用者講習会

の受講が必要です）



ECCSクラウドメール
有効化の流れ



UTokyo Account 利用者メニューにログイン

https://utacm.adm.u-tokyo.ac.jp/webmtn/LoginServlet にアクセス

UTokyo Accountの
ID・パスワード

https://utacm.adm.u-tokyo.ac.jp/webmtn/LoginServlet


ECCSクラウドメールのアドレスを設定

UTokyo Account のユーザID

希望のアドレスを設定



ECCSクラウドメールのパスワードを設定

パスワードを設定



Gmailにログイン

 自分で設定したECCSクラウド

メールのアドレスとパスワードで

ログイン

xxxxx@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

 設定後にログインできるように

なるまでに最長1時間かかる



Zoomアカウントの
アクティベーション



Zoomアカウントの招待メール

 ECCSクラウドメールにZoom

の招待メールが届いている

 「Zoomアカウントのアクティ

ベート」をクリック

クリック



Zoomのアクティベート

オンライン授業・Web会議ポータルサイト@ 東京大学
https://utelecon.github.io/zoom/create_account から引用

クリック

https://utelecon.github.io/zoom/create_account


Zoomのアクティベート

オンライン授業・Web会議ポータルサイト@ 東京大学
https://utelecon.github.io/zoom/create_account から引用

氏名

パスワード

氏名とZoomアカウントで使用するパスワードを設定

https://utelecon.github.io/zoom/create_account


Zoomのアクティベート

オンライン授業・Web会議ポータルサイト@ 東京大学
https://utelecon.github.io/zoom/create_account から引用

https://utelecon.github.io/zoom/create_account


Zoomへのサインイン

UTokyo Account のユーザID@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
（自分で設定したアドレスの方ではありません）

Zoomのアクティベーションで設定したパスワード



Zoomへのサインイン

Zoomのアクティベーションで設定したパスワード

UTokyo Account のユーザID@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
（自分で設定したアドレスの方ではありません）



その他にやっておくべきこと

 UTASに確実にメールを受け取れるメールアドレスを登録

 ITC-LMSでお知らせの通知先（LINEやメール）を設定

 Office365の有効化



その他にやっておくべきこと

 オンライン授業・Web会議ポータルサイト@ 東京大学

新入生・在学生のための, オンライン授業を受けるための準備

https://utelecon.github.io/oc/

UTAS, ITC-LMS, Office365についての記載もありますので、上

記のサイトを必ず確認するようにしてください。このサイトにオ

ンライン授業に関する情報が集約されることになっています。

https://utelecon.github.io/oc/

	オンライン授業講習会
	講習会の内容
	Zoom
	オンライン授業受講の流れ
	UTASでオンライン授業URLを確認
	UTAS（またはUTAS Lite）でオンライン授業URLを確認
	東京大学オンライン講義検索システム（UTAS Lite） 
	東京大学オンライン講義検索システム（UTAS Lite） 
	Zoomによるオンライン授業への参加
	UTASで確認したオンライン授業URLをクリック
	UTASで確認したオンライン授業URLをクリック
	名前の入力
	ビデオのオン・オフ
	オーディオに参加
	インストール後に名前の入力の画面にならない
	インストール後に名前の入力の画面にならない
	Zoomの画面
	ビデオ・マイクのオン・オフ
	ビデオ・マイクの設定
	声が聞こえない・伝わらない
	講義が終わったら
	講義中に使用する�Zoomの機能
	Zoomの機能
	挙手
	挙手
	挙手
	チャット
	チャット
	画面共有
	画面共有
	画面共有の送信側
	画面共有の受信側
	コメント
	コメント
	投票
	投票が開始されると
	投票結果
	ブレークアウト
	ブレークアウト
	小部屋の学生が教員に参加を求める
	今後のための準備
	Zoomアカウント
	ECCS（教育用計算機システム）
	ECCSクラウドメールの利用方法
	ECCSクラウドメール�有効化の流れ
	UTokyo Account 利用者メニューにログイン
	ECCSクラウドメールのアドレスを設定
	ECCSクラウドメールのパスワードを設定
	Gmailにログイン
	Zoomアカウントの�アクティベーション
	Zoomアカウントの招待メール
	Zoomのアクティベート
	Zoomのアクティベート
	Zoomのアクティベート
	Zoomへのサインイン
	Zoomへのサインイン
	その他にやっておくべきこと
	その他にやっておくべきこと

