参加者の皆様へのご連絡

今回の組織と材質研究会は、Zoomミーティングを使⽤してオンラインで開催しま
す。スムーズに進⾏するためのお願いと注意をまとめましたのでご確認ください。

【参加者の皆様】
1) 参加⽅法について
発表者および会議参加者の皆様へ会議の接続先URLのついたメールを事前に送りま
す。当⽇はメール内のURLをクリックするとZoomに接続されます。出てきた画⾯で接
続⽤のアプリとしてZoomを選択するか、ブラウザから接続してください。ブラウザの
場合は、Google Chrome、Mozilla Firefox、Chromium Edgeが推奨されています。必要な
システム要件の詳細は以下のURLをご確認ください。
Windows、macOS、およびLinuxのシステム要件
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023
2) ⾳声、画像の設定について
・参加中、⾳声はミュート（マイクOFF）、画像もオフ（カメラOFF）のままの状態を
維持してください。
・質問がある時には、チャットで質問がある意思を表明してください。座⻑が指名す
るまでお待ちください。
・発⾔する際にはミュートを解除（マイクON）していただきます。
・ハウリングを起こさないための対処法は以下のサイトを参照してください。

ミーティング中のオーディオエコー
https://zoom-support.nissho-ele.co.jp/hc/ja/articles/360023981991
3) 接続テストについて
発表者以外で接続テストを希望される⽅は、半（nakaba@cc.tuat.ac.jp）までご連絡
ください。11⽉16⽇（⽉）を申し込み期限といたします。

【発表者の皆様】

1) Zoomアプリケーションインストールのお願い
発表にはZoomを使⽤しますが、ブラウザ上で動くZoomを使⽤した場合発表に⽀障
が出る場合があるようです。そこで、発表者の皆様には事前にアプリケーション版の
Zoomをダウンロードしていただき、発表いただきますようお願いします（Zoomは無
料での登録が可能です）。インストールの⽅法等については以下のサイトを参照して
ください。

アプリインストール⽅法（PC版）
https://zoom-support.nissho-ele.co.jp/hc/ja/articles/360022036391
Macにインストールする⽅法
https://zoom-support.nissho-ele.co.jp/hc/ja/articles/360023068011
2) 接続の確認のお願い
発表者は必ず接続テストを⾏ってください。Zoomミーティングの操作や発表資料の
共有の確認、マイクのテストをお願いします。接続テストの実施は、18⽇から20⽇の
間を予定しています。⽇程調整については半からご連絡いたします。

以上、よろしくお願いいたします。

Requests and cautions to all participants
At this WAWP meeting, we will use the Zoom meeting. Please check the requests and cautions
for smooth progress of the virtual meeting.
【For participants】
1) How to participate
We will send an email to the presenters and participants with the URL for connection to the
meeting. On the day, click the URL in the email to connect to Zoom. Select Zoom as the
application for connection or connect with the browser. For browsers, Google Chrome, Mozilla
Firefox and Chromium Edge are recommended. Please check the URL below for details on the
system requirements.
System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023
2) Audio and video settings
・Please keep the audio muted (microphone off) and the image off (camera off).
・For questions and answers, the questioner should express his / her intention in chat during
the presentation. The chair will choose questioner.
・Please unmute (microphone ON) when you speak.
・Please check the following site for the remedy to prevent howling.
Audio-Echo-In-A-Meeting
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/202050538
3) Connection test
If you are not a presenter and would like to have a connection test, please contact person in
charge (nakaba@cc.tuat.ac.jp). The deadline is November 16th (Mon).
【For presenters】
1) Request to install Zoom application

The presentation may be hindered when you use Zoom that works on the web browser. We
would like to ask for all presenters to install the Zoom application. You can register and
download Zoom application for free. Please check the following site for the installation of
Zoom.
Download center
https://zoom.us/download
How-To-Install-on-Mac
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/203020795
2) Connection test
All presenters must perform a connection test. Please operate the Zoom meeting, check the
sharing of presentation materials, and test the microphone. The connection test is scheduled
from the 18th to the 20th November. We will contact you about the schedule adjustment.

