
 

 

5月 11日～5月 31日 

Hello! Friends！ 

ABCオンラインレッスンスタート！ 

携帯でも、娘と試しましたが、ゲームアプリを入れるくらい、とっても簡単であっという

間に設定できちゃいます。お部屋を映したくない！などプライベートも確保可能です。

背景の設定方法についても載っていますので、さいごまでゆっくり読んでみてください

ね。  

アプリをダウンロードすると、メールアドレスやパスワードなどの入力画面が出ますが、

自分が主催しないでレッスンを受けるだけなら、登録しないでも、後から送られてくる

招待番号【以後ミーティング ID と呼ぶ】を入力すれば大丈夫です。 

 

では、より詳しく見ていきましょう。 

使うのは今不要不急の外出自粛が求められる中、注目の集まっているオンラインを

使ったビデオ会議システム『Zoom（ズーム）』  

でも、 

 Zoom って、なに？ 

 どうやって使うの？ 

という方もいらっしゃると思います。 

そこで、Zoom でレッスンするための準備と具体的な参加方法について解説します。 



参加については初心者でも簡単ですので、安心してくださいね。 

目次 
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 まとめ 

（１）Zoom とは？ 

Zoom はパソコンやスマートフォンを使って、セミナーや講義をオンラインで開催するた

めのアプリです。 

これまではスタジオに来て実施していたレッスンなどを、ご自宅に居ながらオンライン

上で受講することが可能になります。 

パソコン、スマートフォン、タブレットなど、現在一般的なデバイスであれば Zoom をイ

ンストールできます。 

以下、具体的な手順についてご説明します。 

（２）Zoom に参加するために必要なことは？ 

Zoom に参加するためには、デバイス（スマートフォン・タブレット・パソコンなど）によっ

て準備するものが異なります。 

  

スマートフォン・タブレットで参加する場合 

スマートフォン・タブレットで参加する場合、【Zoom アプリ】がインストールされている必

要があります。 

【Zoom Cloud Meetings】をインストールしてください。 

＜App Store＞ 

https://ymcschool.jp/blog/zoom/#Zoom
https://ymcschool.jp/blog/zoom/#Zoom-2
https://ymcschool.jp/blog/zoom/#Zoom-3
https://ymcschool.jp/blog/zoom/#i
https://apps.apple.com/jp/app/zoom-cloud-meetings/id546505307


＜Google Play＞ 

 

  

パソコンで参加する場合 

下記 URL より、パソコン用のアプリをインストールしてください。 

PC をご利用の場合 https://zoom.us/download  

最近のパソコンには内蔵されていることがほとんどです、 

万が一、内蔵されていない場合、パソコン Zoomに参加するためには、下記の 3つの

機器が必要になります。 

 マイク 

 カメラ 

 スピーカー 

※お持ちのパソコンに上記 3 つの機器がついていない場合は、スマートフォンまたは

タブレットでの参加を推奨します。  

以上で準備完了です！  

アプリさえ入れておけば、あとは開始を待つのみです。 

まずは、ABC 専用練習 ID にアクセスしてみよう♪（これのみ誰でもアクセス可能） 

 【練習 ID】 835-2866-7316 

でも、、もう少し先を読んでからやってみても OK！↓  

＊はじめてで、ドキドキしてる子は、練習の時はビデオをオフにしておくと、お顔は相

手へ映りません(^-^) 続く→ 

https://zoom.us/download
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=ja


（３） Zoom の具体的な参加方法 

ABCの時間割り通り、曜日・時間が決められたミーティング IDを、5月 8～10日に、

個別に ABCよりお送りしますので入力するだけで、ABCのレッスンへ参加ができます。

クラスごとミーティング ID は翌週もずっと同じです。 

余裕を持って、レッスン開始の 10分前に「ミーティング ID」を入力することで、通常通り

に参加できます。 

さらに詳しい参加方法は、下記のサイトで詳しく解説してあります。 

▼Zoom アカデミージャパン（外部サイトに移動します） 

ここで詳しく学べます→ https://zoomy.info/manuals/sanka/ 

この動画を使った説明が特に分かりやすいので、ぜひビデオをご覧ください。 

思っている以上に簡単に参加ができます。  

（４）まとめ 

いかがでしたでしょうか？Zoom を利用するには、３つの方法があります。 

 スマートフォン ・タブレット 

 パソコン（場合により、マイク・カメラ・スピーカーが必要） 

アプリさえ今！インストールしておけば、ABC から送られてきた URL をクリックするか、

数字の入力だけで参加できます。＊アプリのインストロール方法は（２）に戻ってね♪ 

ご不明点があれば、ABC までお問い合わせください。０４２－９７８－６３１０ 

【では！さっそく練習してみよう♪】 

練習・質問用ルーム開講 

5 月 3日（日）～5 月 9日（土） ログインはいつでも OK！ 

https://zoomy.info/manuals/sanka/


【フォロー質問 時間】  毎日 午前 11：00－12：00 ・ 午後 4：00－6：00  

＊講師がいつもいる訳ではないので、ZOOM質問ルームに入りたい場合は、先に０８０－４３５６

－７７１２かラインで連絡いただけると確実です。 

＊ZOOM から｢参加｣をクリックして、ミーティング ID を入れてください。 

＊メンバーが許可を押すと、お互いに話すことが可能です(^-^) こっそり、のぞいてみて、そ

のまま退出でも、チャットに名前を入れて足跡を残しておいても OK！  

 【ABC 専用練習 ID】 835-2866-7316 ＊クラス IDではない   

もしくは、下記 URLを押すと自動で開きます。→ 

https://us02web.zoom.us/j/83528667316 

先生がいる時は、先生の顔が出てきます、いない時は自分のみ参加者として表示されます。

事前に連絡をいただければ、みんなの声が聞こえない、音が出てない場合などは、話しな

がら設定を直せます。バックスクリーンの変更もできますし、お顔の表示 OFF にすること

も可能ですが、レッスン時はオンでお願いします。 

バーチャル背景の設定の仕方  

（１） セッティングを押す 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83528667316


（２） セッティングの中のバーチャルバックグラウンドから、背景を変えられ

ます。Add Image で携帯に入ってる写真を背景にもできて楽しいです

よ♪ 他のご家族が映らなくなります♪（ZOOM バーチャル背景の入

れ方で検索すると、色々な方法も見つかります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 あとは待つだけ♪ 5 月 11 日～ 順次 レッスン START 

先日お渡ししたレッスンカレンダーに沿って、5 月 11日（月）～実際のレッスン時間

にクラスごとにスタートします。（FREE・振替はこの期間ありません） 

 

ABCのシールカードのシールを貼る欄には、レッスンを受けた日にちを書いておき

ましょう。 

＊次は持ち物についてです→ 

 



【ABC のオンライン授業 受講時間・持ち物など】 

【事前準備】 レッスン開始前に、なんでもいいので、纸におおきく英語と日本語

（ひらがな）でお子さんの下のお名前を書いておいてください。（画面から、見た

ときに、誰かすぐに照合できます） ＊中学生もアーリンクラスはお願いします。 

 持ち物 全員 飲み物  おやつ OK！ そばに用意♪ ２、３個（個包装のもの） 

幼児・小学生低学年クラス 

 自由帳・クレヨン・ABCからの宿題  

＊テキストがある子はテキストも。カルタがあるクラスははさみで切って用意して

おこう。 

 英語選択クラス 

教科書・ノート・宿題・筆記用具 

ダンスクラス 

室内なので、シューズはなしで裸足でも,くつしたでも OK！ お部屋の広さは、   

手を広げてぐるっと回れれば問題ないです               ＊

Freeとフォロークラスは５月ありません。 

Web レッスン移行お礼 

ZOOM をダウンロードし、Web レッスンへ参加してくれた子は、６月分お月謝お一人 1,000

円引きとなります。 （W 受講や兄妹割引適用者はクラスごと 500 円引きです。） 

・レッスン料は口座引き落としされた 4月分を適用します。4月分がまだ引き落としされてい

なかった子は６月分に合算させていただきます。（５月 7日の引き落としは 4月に止めてい

ます） 

・欠席の際のレッスン振替はフリークラスもしくは、同じレベルのクラスで可能です。通常振替

期間は 1 ヶ月ですが、5 月分の振替は今年度いっぱい可能とします。（欠席日を記録してお

いてください）  



・実際にレッスン開始後のキャンセルは振替対応となりますので、ビデオの接続は必ず、5月

3 日〈日〉～5月 7 日〈木〉の期間にお試しください。 

・インターネットやデバイスの環境が整えられない等、理由により今月休会を希望の方は 5

月７日（木）までにお申し出ください。以降は ID発行の為、Webレッスン欠席の際は通常通り、

他のクラス受講での振替をお願いします。 

【ご注意点】 

・通信環境（Wi-Fi）が安定した環境で受講ください。 

・受講時は顔出しをお願いします。ビデオを「ON」にして、顔が見える状態でご参加ください。 

・先生の声が聞こえにくい際は、先生からマイクの指示があります。ミュート（OFF）にしても

らい、発言者のみ ONに切り替えてもらいますので、ON/OFFの確認をお願いします。 

・デバイスの電源をつなぎ、充電しながらの参加をおすすめします。 

・ご参加（入室）には ABCの担任の承認が必要となります。原則、途中退出は行わないでく

ださい。再入室できない場合があります。 

 

・すでに Zoomアプリをお持ちの方は、最新バージョンをご利用ください。旧バージョンの場

合、一部の機能が使用できない場合があります。 

・尚、等スタジオの責任に帰さない、ネット不良やお持ちのデバイス側のトラブルでレッスン

途中までしか参加できなかった場合は以下を適応します。 

＊ABC側のミスでレッスンができなかった場合・・振替レッスンを適用します。 

＊ご自身の設定ミスやデバイスに問題が起きた場合、 

（１） ０～20分のみ参加、以後通信が途絶えた 

→ 再度通常レッスンでも振替を取れます。 

（２） 20分以上参加でき、以降接続できなかった・・振替なしとなります。 

最後まで読んでくださりありがとうございます♪ 早速アプリを入れて、 

【練習 ID】 835-2866-7316 をお試しください。できているか、分からない子は、 

ジェームスまで。 【フォロー時間】 毎日 午前 11：00－12：00 ・ 午後 4：00－6：00  

＊講師がいつもオンラインにいる訳ではないので、ZOOM 質問したい場合は、先に０８０－４３５

６－７７１２かラインで連絡いただけると確実です。みんなとつながれるのを講師一同楽しみにし

ています♪ 


