
Zoomウェビナー視聴方法

一部セッション視聴には、Zoomウェビナーを使用いたします。
予め、最新版のダウンロードをお済ませください。
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①公式ホームページの「ダウンロード」より「ミーティングクライアント」をクリックしてください。

②「ダウンロード」をしてください。

③ダウンロードされたファイルをダブルクリックすると、アプリのインストールが始まります。

Windows Mac

https://zoom.us/

Zoomアプリのダウンロード

※バーションは都度更新になりますので、必ず最新版をご利用ください。

2

https://zoom.us/


①ダウンロードしたインストーラーを起動するとインストールが始まります。

②「サインイン」を選択し、「無料でサインアップ」よりメールアドレスを登録してください。

Zoomアプリ(PC版)インストール
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③誕生日、サインインで使用したメールアドレスを入力し「サインアップ」をしてください。

④登録されたアドレスに届いた「アクティブなアカウント」をクリックしてください。

Zoomアプリ(PC版)インストール

○○○@j○○○.○○

○○○@j○○○.○○

○○○@j○○○.○○
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⑤「学校の代わりにサインアップしていますか？」は「いいえ」を選択してください。

⑥名、姓、パスワードを入力し「続ける」をクリックしてください。氏名は国際表記のため以下で
登録してください。
名＝苗字姓＝名前

入力例

東京

花子

Zoomアプリ(PC版)インストール
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⑧ 以上でインストールは完了となります。

⑦「私はロボットではありません」を選択し「手順をスキップする」をクリックしてください。

⑨セミナー参加の際は、登録済みのメールアドレスで参加してください。

Zoomアプリ(PC版)インストール

http:www.○○○○○○○
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視聴WEBサイトURLよりログインしてください。

https://www.azastream.com/jhrs2021/

視聴WEBサイト
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※

https://www.azastream.com/jhrs2021/


①視聴される『Zoomセミナー』を選択してください。

②選択したセッションの詳細のページに移りますので、よろしければ『セッション画⾯』をクリックしてください。

視聴WEBサイト

こちらからも視聴方法リンクしてます
事前にご確認をお願い致します事前にご確認をお願い致します
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① Zoomウェビナーを登録いたします。セミナー視聴にてご案内しております画面をクリックし、
ウェビナーのURLにアクセスしてください。下記のような画面になります。

「名、姓」「メールアドレス」「職種」「州/都道府県」をご入力、
ロボットチェックの後、「登録」をクリックしてください。

※氏名・メールアドレスは学術大会参加登録フォームに入力したものと
同じものを入力して下さい。

※氏名は国際表記のため以下で登録してください。名＝苗字 姓＝名前

※「私はロボットではありません」の前のチェックボックスにチェックを入れ、
表示されるチェックタイルに回答してください。

※ロボットチェックをクリアの後、登録をクリックしてください。

視聴方法：PC

○○○○○○

○○○○○○

9



② 登録が完了すると、下記のような画面に変わります。

③「Zoom Meetingsを開きますか？」と聞かれるので、「開く」をクリックします。

視聴方法：PC

視聴用のURLをクリックしてアクセスしてください。
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④「どのようにオーディオ会議に参加しますか？」という画面が出てきたら、
「コンピューターオーディオに参加する」を選択してください。

⑤下記画面が表示された場合はそのままお待ちください。

視聴方法：PC
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視聴中の操作方法：PC

情報：URL等を確認できます。 全画面表示の開始

オーディオ設定 :スピーカー,マイクレベルの調整
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画面下部の【通訳】ボタンをクリック
聴講されます通訳音声を選択
又は発言されます言語を選択

退出 : ミーティングから退出できます



視聴中の操作方法：PC

チャット：※今回はご使用いただけません。

手を挙げる：※今回はご使用いただけません。

Q&A：
ご講演中の先生方への質疑投稿が行えます。
講演中も随時投稿が可能です。
他の参加者からの投稿内容は閲覧できません。
施設名・お名前のあと質問内容を投稿してください。
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視聴後 アンケートにご協力をお願い致します。

①アンケートへの回答方法
「視聴後、アンケートにご協力をお願い致します」をクリックしてください。
アンケートサイトが開きますのでご協力をお願い致します。

クリックしてください。
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Zoom webinars will be used to view some of the sessions. 
Please make sure you have downloaded the latest 
version.

1

The Zoom Webinar Guidelines



How to download the ZOOM application

②Click “Download”.

③ The application will start installing when you open the file. 

Windows Mac

① Visit the Zoom website below.
Please click “Meeting Client” on bottom of the page.

https://zoom.us/

!Attention!  Please install the latest version.
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https://zoom.us/


How to install the Zoom on your PC

② Click “sign in” and select “Sign Up Free”. 
Please register your e-mail address.

① The Zoom application will start installing when you open the installer.
It installs quickly.
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④Once you receive an e-mail from Zoom, please click “Activate your 
Zoom Account”.

③ Please enter your birthdate information, e-mail address and click “Sign up”.

How to install the Zoom on your PC

○○○@○○○.○○
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⑥Enter your name, password and click “Continue”.

⑤ Click “No” for below question.

How to install the Zoom on your PC
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⑧ The installation is now completed.

⑨ Please use the e-mail address you have registered when you 
participate on seminars.

⑦Tick the “I’m not a robot” box and click “Skip this step”.

How to install the Zoom on your PC
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Please login to the seminar website below. 

About this private WEB site

https://www.azastream.com/jhrs2021/
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https://www.azastream.com/jhrs2021/


②You will be switched to the session detail page below. Please click on session screen.

①Please select a Zoom session from the menu bar on left of the page. 

How to watch the Zoom Webinar from WEB site

Click here to read
“The Zoom Webinar Guidelines”.

Please read the “The Zoom Webinar Guidelines” 
before viewing sessions. 
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How to join the Webinar from a PC

① Please find out the webinar URL on the top page. When you access URL, 
the webinar registration page will  open.     

Enter your name, e-mail address, occupation, State/Province, and click   
“Register”.
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Please enter the same name and email address as you used in 
the registration form for the conference.



② ”Webinar Registration Approved” page will be opened.

③ Click on “Allow”.

How to join the Webinar from a PC

Please click this URL to join the webinar.
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⑤When you see the pages below, please wait momentarily.

The Session title 
will be shown here→

④When you see the pages below, please click “Join with Computer Audio”.

How to join the Webinar from a PC
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How to use tools on the Webinar

“Audio settings” : configure your speaker and microphone settings

“Meeting Information” ︓You can check the meeting information. “Fullscreen”︓ Displayed in full screen.

“Leave”︓ Leave from the Webinar session.
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Click “Interpretation” icon at bottom of the screen. 

Please select interpreter language that you would like to hear.
Please speak just English when you choose English.



↑ Type your questions here

↑You can see your post.

How to use tools on the Webinar

“Chat”︓*We do not have Chat function at this time.

“Raise Hand” ︓ *We do not have Chat function at this time.

“Q&A"︓ You can post questions to the speaker anytime during 
the lecture. 

You will not be able to see what other participants 
have posted.

Please post your question after your name and 
institution.
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