
ZOOM Self-Recording
Instructions

Zoom動画収録方法
●英語版で説明していますが、収録方法はZOOM日本語版も同様です。

●ZOOMアカウントを取得されていない方は、https://zoom.us/
から「サインアップは無料です」のボタンをクリックして、 ZOOMアカウント
を取得してください。

https://zoom.us/


Sign in  
Zoom

Choose New MeetingSign In and Start a Meeting
Zoom Meetingにサインインしてください。



Open the  
video

and unmute  
yourself

カメラと
マイクを
オープン
してくだ
さい



Test Your Voice by  
going to the Setting

Please select  
microphone and  

speaker according to  
the equipment you are  

using

ご使用のPC
環境に沿い
音声とカメ
ラを調整し
てください。



Now we are about to start

• Step 1:
Open you slide from Power Point

• Step 2:
Go back to Zoom and Click Share

Share button

Slide Preparation

PowerPointのファイルをデスクトップで
開いてください。

Zoomの「画面の共有」ボタンを押してく
ださい。



Choose Power  
Point

Click Share

Share Your Slide

共有したい
PowerPointを選択し
て共有ボタンを押し
てください。



Choose this
so you can adjust the size of your imageAdjustment

カメラのサイズと位置を調整してください。



Click on the  

right under  

corner you  

can adjust  

the size of  

your image

Click other area of the image and  you 

can move it to the location  required

Slide here  

Smaller

Slide here  

Bigger

Adjustment

スライドショーにし
て、ご発表スライド
にご自身のお顔が被
らないように、カメ
ラのサイズと位置を
調整してください。



Overlap
Please
Avoid❌

Please avoid overlap

スライドショーにし
て、ご発表スライド
にご自身のお顔が被
らないように、カメ
ラのサイズと位置を
調整してください。



Please avoid overlap

No Overlap  
Good

スライド
ショーにして、
ご発表スライ
ドにご自身の
お顔が被らな
いように、カ
メラのサイズ
と位置を調整
してください。



Start Recording  
when all set

Press Record
and  you can start 
the  presentation  
recording

Start Recording

「このPCに録画」を
選択して録画を開始
してください。



End Recording  
when all Done

Press Stop 
Recording  
to finish the
recording

End Recording

ご発表が終了しまし
たら、録画を停止
を押して録画を終了
してください。



Turn off Zoom and Leave Meeting

Step 1

Click Stop Share

Step 2

Click to End meeting

共有の停止 を押して、

終了ボタンを押して終了してください。



Find the Video

After you end the meeting  It 
will take some time to  
produce the video

1

2
You can choose where to 
save  file and click SAVE

Save

The folder will pop out 
automatically3 Note: If you have several takes

You can find it in other folders
Other folders suppose be in the upper 
level of the pop out folder

The file with .mp4 format is the 
video we need.
Please send the video file  to us 
through Email.

録画が変換され
Zoomフォルダーに
保存されます。ご希
望の場所に保存して
ください。


