
受講の手引き
（WEBee Campus・Fresh Voice版）

☆受講前に必ずお読みいただき、受講時にもお手元にご用意ください。

★研修に関するお問い合わせ窓口（事務局）
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 人材支援部 中小企業大学校web校
・Tel：03‐5470‐1823 ・メール : webeecampus@smrj.go.jp
・受付対応時間：月～金（平日）午前9：00～午後6：00
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受講前のご準備

１．受講前のご準備

• 研修時にご使用いただくパソコンにweb会議システム（FreshVoice７）をインストー
ルして、システムが問題なく操作できるか、あらかじめ操作確認を行っておいてください。
＊インストールは「WEBee Campusポータルサイト」から行ってください。
＊インストールについては、ポータルサイト上に掲載している「接続確認マニュアル」をご参照ください。
＊特にカメラの映像とヘッドセット（マイク・スピーカー）の音の確認を必ず行っておいてください。

＜重要＞web会議システムの接続確認

• 「受講者専用ページ」にアクセスし、教材の印刷・ダウンロードを行ってください。
＊受講者専用ページのURLは開講日の数日前にメールでご案内いたします。

教材（テキスト・ワークシート等）の準備

• 初回の研修までに事前課題がある場合があります。「受講者専用ページ」にてご案内
いたしますので必ずご確認ください。

事前課題の確認

• 研修開始時間の30分前までにweb会議システムにログインし、カメラとヘッドセットの
動作確認を行った後、該当の会議（研修）を選んで参加してください。
＊講師側が会議に参加（開催)していない時は、会議（研修）への参加（入室）ができません。
ヘッドセット等の動作を確認のうえ、30分前になりましたら、会議に参加してください。

＊参加できたらカメラとマイクをオフにしてお待ちください（20分前までは離席いただいて構いません）。
＊参加が確認できない場合、講師側からコール（接続）する場合がございます。
＊「動作確認」はP.6を、「会議（研修）への参加方法」は、P.８をご参照ください。
＊何かトラブルが生じましたら、お早めに中小企業大学校web校（事務局）まで連絡してください。

• 20分前から、「web会議システムの操作説明」と「研修オリエンテーション」を行います。
＊本手引き、教材、筆記用具・時計をご用意ください。

研修初日について

• やむを得ず遅刻・欠席・早退等される場合は、必ず事前に事務局までご連絡ください。
＊遅刻・早退は１時間単位で欠席扱いとさせていただきます。
＊欠席時間が研修時間の１割を超えると修了証書が発行できなくなりますのでご注意ください。

欠席等の連絡について

＜重要＞情報の取扱について
• 研修中に知り得た情報は、外部に漏らさないようご注意ください。

＊ファイル送信機能で送信されたファイル等は、講師の指示がないかぎり、保存しないでください。
＊ご自身でも、演習や課題に取り組む際に固有名詞等の記載は極力控えるなど、ご配慮願います。
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Web会議システムへのログイン方法

２．web会議システムへのログイン方法
■デスクトップ上に作成された[FreshVoiceV7]アイコンをダブルクリックして起動します。

■ログイン画面で【サーバ設定】と【ユーザ設定】 を行います。

※画像はイメージです。お使いのブラウザ
によって表示のされ方が異なります。

①それぞれの項目を入力します。
・FreshVoice サーバアドレス ⇒ webeecampus.freshvoice.jp
・FreshVoice ドメイン名 ⇒ webee
・FreshVoice ドメインパスワード ⇒ smrj

③

②プロキシ設定は、「プロキシ設定を
自動的に検出する(A)」をチェック。
★プロキシ設定のない場合もありますので、ログ
インできなかった場合は、「プロキシ設定を
無視する（I)」をチェックして再度試してみて
ください。それでもログインできない場合は、
サポートデスクまでご連絡ください。

webeecampus.freshvoice.jp

①
webee

smrj

ログイン画面【サーバ設定】

サーバ設定画面

②

③入力が終了したら、ユーザ設定画面に変更。
ご注意！
FreshVoiceでは、サーバのポートの80と443を使用いたします。ポート80と443が閉じられているとログインで
きませんので、ご注意ください（詳しくは御社のシステム管理者にご相談ください）。
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Web会議システムへのログイン方法

クリックすると
入れ替わります

（参考）サーバ設定とユーザ設定は、ボタンをクリックすることで画面を変更できます。

ログイン画面【ユーザー設定】

① ②

メールでお知らせしたIDを入力
（aXXX）※a＋数字３桁

受講時にはチェックを入れると便利

メールでお知らせしたパスワードを入力
※ＩＤと同じ③

③すべての入力が終了したら、最後に「OK」をクリックしてください。

注！チェックを入れない ＊

※右の画面が出ましたら、
「キャンセル」を押してください。

①使用するアカウントID / パスワードを入力します。
・メールにてご案内したＩＤ／パスワードを入力してください。
※ご受講いただくコース毎に付与いたしますのでご注意ください。

②[パスワードの保存]［自動ログイン」にご注意ください。
※[パスワードの保存]にチェックを入れると、次回以降パスワードの入力を省略できます。

※[自動ログイン]にチェックを入れると、ログイン画面での入力を省略してログインするようになります。
ＩＤは変更する場合がありますので［自動ログイン」にはチェックを入れないようご注意ください。
※お使いのセキュリティソフトにより、ログイン時にブロックされる場合がありますが、[許可する]を
選択していただいて問題ありません。

注！User Clientの起動にチェックが入って
いることを必ず確認してください ＊

＊「自動ログイン」にチェックが入ったり、「User Clientの起動」のチェックがとれてしまうと、「ログイン画面」
が表示されなくなりますのでご注意ください。再表示させる方法は、P.15をご参照ください。
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画面上の各機能・各部の名称

３．画面上の各機能・各部の名称
web会議システム［Fresh Voice７］にログインすると最初に表示される

画面です。各部の名称と機能は以下のとおりです。

データ共有エリア

①会議情報ボタン ここから受講する研修を選んで参加します。

②自分の映像表示枠 ［送信映像ミュート］をチェックするとカメラをオフにできます。

➂受講者全員の映像表示枠 参加者全員の映像が分割表示されます。

④スピーカー設定 スピーカーのボリューム調整を行います。

⑤マイク設定 マイクのボリューム調整を行います。

⑥データ共有エリア ビデオ画面（映像）や教材等を選択して表示します。

⑦設定ボタン マイクやカメラ等の機器を設定します。

⑧回線セルフチェック ご自身のインターネット接続状況を確認します。

⑨チャットエリア テキスト入力でメッセージを送ることができます。
⑩各種機能ボタン データ共有エリアの表示画面の選択・切断等を行います。

⑪ステータスエリア 接続状態を表示します。

⑫ウィンドウコントロール ここからweb会議を終了します。画面の最小化も行えます。

１

２

３ ６

７
８

９

12
５４

ボリュームコントロール ウィンドウコントロール

チャットエリア

※パソコン画面の表示は、お使いの機器等により
多少異なる場合がございます。

11
10 機能ボタン

ご注意！
演習時などにこの画面を最小化する（デスクトップ画面を開く）必要がござい
ます。デスクトップ画面の開閉は、キーボードのWindowsキー or と
Dキー を同時に押していただくことで可能です（ ＋ ）。
また、「ウインドウコントロール」の最小化ボタン をクリックすると画面が最小
化し、タスクバーの「FreshVoice」マーク をクリックすると戻せます。

このマークをク
リックして戻す

をクリック
して最小化

タスクバー

このボタンのク
リックでもデス
クトップの開閉
が可能です
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受講前の準備

４．受講前の準備
4-1.音声・映像の設定・確認
※web会議システムの設定等の確認については、 「接続確認

マニュアル」をご参照ください。ここでも一部、ご紹介いたします。

②カメラ、音声などの設定ができます。
『基本』タブ・・・ ・ ・ ・ 基本的な設定ができます。

『音声・ビデオ』タブ ・・・音声やビデオの詳細設定ができます。
『その他設定』タブ・・・ ・各機能の動作などが設定できます。

※パソコン画面の表示は、お使いの機器等により
多少異なる場合がございます。

「スピーカー」「マイク」「カメラ」につきまして、それぞれ接続している機器（デバイス）が選択されて
いるかご確認ください。
表示されない場合は、機器（デバイス）が正しく差し込まれているか、電源が入っているか等を
確認してください。

ご自身の映像
が写っているか
ご確認ください。

スピーカー

マイク

カメラ

『基本』タブ

①[設定]をクリックします。

セルフチェックで、回線が60点以上あ
るか確認しておいてください。
※詳細は「接続確認マニュアル」を
ご参照ください。

ご注意！
マイク・カメラなどの付属
機器の確認は、必ず
会議（研修）に参加
する前にお済ませくださ
い（画面がフリーズし
やすいため）。

ご注意！
ヘッドセット等の機器は、パ
ソコンに認識されていない
と認識されませんのでご注
意ください。設定を確認す
る方法は、P.15を参照くだ
さい。

参考！
［送信映像ミュート］
にチェックを入れると、

カメラをオフにできます。
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受講前の準備

4-2.マイク・スピーカーのオン/オフ、音量調整
研修中は、状況に応じて、マイクやスピーカーのオン／オフの切り替えや、音量調整を行います。

音量調節

・ツマミを左右に動かすことで、音量の調節ができます。
・左側がスピーカー（全体の音声）、右側がマイク（ご自身の音声）です。

マイクボリューム調整バースピーカーボリューム調整バー

オン

切替

オフ

切替

オン

オフ

スピーカー マイク

大きく 大きく

オン／オフ
・スピーカー、マイクのマークをそれぞれクリックすることで、オン/オフの切替ができます。
・×や／がオフの印です。

研修中は原則、マイクをオンにした状態で受講してください。
聞こえる音量が小さい場合、マイクの音量調整をお願いする場合がございます。
ご使用のヘッドセット等の不調でノイズ（雑音）がひどい場合には、発言時以外にマイクのオフ
をお願いする場合がございます。
休憩中などは、マイクをオフにしてください。

研修中の注意事項

4-3.各種機能ボタン
研修中は、状況に応じて、データ共有エリアへの表示や「会議からの退出」「デスクトップ共有」

「ファイル送信」等の作業を行います。その際に使用していただくのが、下記の機能ボタンです。
１ ２ ３ ４ ５ ６

① 切断 会議（研修）からの切断（退出）を行います。

② ビデオ画面表示 自分を含めた参加メンバー全員の画像が表示できます。

③ WEBブラウザ ※受講者は操作しません。（講師が指定するWEBページを閲覧します）

④ ドキュメント共有 ※受講者のファイルは共有しません。（講師が指定するテキストを共有し、
ポインタ表示や描画を行うことができます）

⑤ デスクトップ共有 自分のデスクトップを公開し、参加者全員に表示させます。

⑥ ファイル転送 会議参加者へファイルを送信・受信保存ができます。
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会議（研修）への参加方法

５．会議（研修）への参加方法

１

２

①［会議情報］ボタンをクリックすると、下記の画面のように「データ共有エリア」に会議（研修）の
リストが表示されます。

②受講いただく研修の［開催中］ボタン（水色）をクリックします。
③表示されるリストの中から［会議に参加する］を選んでクリック。

※議長が会議を開催していない状態では、会議にご参加いただけません。開始予定時間までお待ちください。
※受講いただく研修によってＩＤが異なります。画面に該当の研修名が表示されない場合はＩＤをお確かめください。

データ共有エリア

ご注意！ 休憩後の講義再開時の注意事項
研修中に１～２回休憩時間を設けますが、休憩時には、会議（研修）を一度終了することがござ
います。（通信環境を安定させるため）
その際は、再開時間にこちらから自動接続いたします。開始時間になりましたら、スタンバイしてお待ち
ください（電話コール音の後、数秒後に自動的にカメラとスピーカーが接続されます。）

ご注意！ 通信トラブル発生時の注意事項
研修中に画面が固まる（フリーズする）などの通信トラブルが発生する場合があります。
トラブルが発生しましたら、講師の講義の途中であっても、遠慮なくチャットやジェスチャーなどで意思表
示をお願いします。
それも難しい場合、一度、回線を切断することをお勧めします。機能ボタンの一番左端の［切断］ボ
タンをクリックし、再度、会議（研修）に参加してください（上記の①～③の繰り返し）。

３

終了時はこちらから

■終了方法
研修が終了しましたら、画面右上のウインドウコントロールボタンの一番右端の ボタンをクリック
してweb会議システムからログアウトしてください。 ウィンドウコントロール

回線切断はこちらから

機能ボタン

ご注意！
ボタンをクリックす

ると、「Fresh Voice」
が待機状態になります
のでご注意ください。待
機状態を解除する方
法は、P.14・15を参照
ください。
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受講中の主な操作

６．受講中の主な操作
6-1.データの共有

講師がテキストを共有していない時は、基本的にはここを選択して、参加者全員の映像を見ながら
受講してください。

研修中は、講師の指示にしたがって、機能ボタンをクリックし、データ共有エリアにテキストや画像を表示させながら、
受講していただきます。

自分の映像

受講者映像（人数
に応じて4分割・9分
割で表示されます）

ビデオ画面表示

講師が開いたWEBサイトを一緒に閲覧します。受講者側の操作はありませんので、機能だけ覚えて
おいてください。

WEBブラウザ

ウェブページ
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受講中の主な操作

講師がテキスト（Powerpoint文書、Word文書、JPG画像等）を表示させる機能です。
講師が最初に開いた際は強制的に表示されますが、その後、ほかの画面に遷移してしまった
ときは、この［ドキュメント共有］ボタンをクリックして、閲覧してください。

ドキュメント共有

テキスト

ツールパレット

①描画モードボタン 

 

 

③ページ移動ボタン 

 

②拡大・縮小ボタン 

 

④拡張機能ボタン 

 

⑤ページ表示モードボタン 

 ⑥表示切替ボタン 

描画モード

拡大・縮小

ページ移動

拡張機能

ページ表示モード

表示切替

ボタン名 動 作
前 1つ後ろのページへ移動します
次 1つ先のページへ移動します
先頭 先頭ページへ移動します。
最終 最終ページへ移動します。

指定 指定したページへ移動します
「指定」ボタンの左枠内にページ数を入力してから「指定」ボタンをクリックします

モード 動作

同 期 同期モードでページ操作をすると、同期モードの参加者全員の表示ページが切り替わりま
す。文字や図など描画できます。

非同期 非同期モードでページ操作をすると、自分の見ている画面だけを切り替えることができます。
文字や図など描画はできません。

強制同期 ※受講者は操作できません。

ページ移動ボタン

ページ表示モードボタン

※参考（ツールパレットの主な機能）
テキストは講師の進行にあわせて開くようにしてください。
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受講中の主な操作

自分や相手のデスクトップ画面を公開する機能です。講師がテキストを共有するほか、受講者が
課題を発表するときにも使用します。ご自身で操作していただくため、操作方法を覚えてください。

デスクトップ共有

デスクトップ共有をかける場合（ご自身のデスクトップを公開する場合）
①［デスクトップ共有］ボタンをクリックしてください。
②画面上部に表示されるボタンの中から［公開開始］ボタンを選んでクリックしてください。

１

２

デスクトップ共有を閲覧する場合
③閲覧する側では、新規ウインドウ［Fresh Voice Viewer］が立ち上がります。
（最初は強制的に画面が切り替わります。途中で見たい場合は［表示」ボタンをクリック。）

④画面右上に［デスクトップ共有閲覧中］の表示がでます。気になる方は、［×」ボタンで消して
ください（その際、一度［Fresh Voice Viewer］が最小化してタスクバー（画面下部の横
棒）やタスクトレイに格納されることがありますので、 マークをクリックして戻してください。）

３

デスクトップ共有を終了する場合
公開を終了する場合は、［公開終了］をクリックしてください。

Fresh Voice Viewer

４３

タスクバー

閉じる

途中でデスクトップ画面を表示させる場合
［表示］ボタンをクリックしてください。

マークをクリック

タスクトレイ
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受講中の主な操作

6-2.チャット送信

よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

①チャット書き込みエリアの白枠内に文字を入力し、
②［送信］ボタンを押すと、
③チャット表示エリアに反映されます。

※［送信」ボタンのかわりにEnterを押しても反映されますのでご注意ください。
※会議参加者全員に送信されます。
※自分の発言は青文字、他人の発言は赤文字で表示されます。

１ ２

３

チャットエリア（画面下部）

チャット表示エリア

チャット書き込みエリア

音声トラブルの発生を講師に伝えたいときや、講師からテキストでのアイデアや意見出しを求められた
ときなどに、テキストでメッセージを送っていただきます。

ご注意！ 音声トラブル時の対応
研修中に音声トラブルが発生した場合、チャット送信機能を使って状況を教えてください。
講師側からメッセージが送られてくることもありますので、受講中は、その他の画面ウインドウが開いて
［チャットエリア］が隠れてしまうことがないようにご注意ください。

Fresh Voice Viewer

ご注意！ デスクトップ共有中のご自身のパソコン画面設定
デスクトップ共有画面（Fresh Voice Viewer）の位置や大きさは自由に変えることができます。
受講中は、チャットエリアやカメラ画像が消えないように、画面の大きさを小さくし、データ表示エリア内に
表示いただくことを推奨いたします。

最大化

最小化

元に戻す

クリックして最大化を解除

画面サイズの変更方法

最小化をクリックするとタス
クバーに格納されますので、
クリックして戻してください。

マウスポインターを右隅
におくと矢印がでて大き
さが変更できます。

タスクバー
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受講中の主な操作

6-3.ファイルの送受信

ファイル送信する場合
①［ファイル転送］ボタンをクリックするとデータ共有エリアがファイル転送画面に切り替わります。
②［ファイル選択］ボタンをクリックすると、［転送ファイルの指定］という画面がでます。
③送付したいファイルを選択し［開く］をクリックします。
④ファイル名が「ファイル選択」エリアに表示されるのを確認したら、⑤［ファイル転送］ボタンをクリック。
⑥転送が完了すると、「ファイル転送エリア」に「転送ファイルの受信が完了しました」と表示され、
⑦「ファイル一覧」に転送したファイル名が表示されます。

講師が送ったファイルを保存したり、講師へ課題を送信したりするときに使用します。ご自身で操作し
ていただくため、操作方法を覚えてください。

１

次回までの課題シート

次回までの課題シート２

ファイル転送画面

３

４
５

７

６ 転送ファイルの受信が完了しました

送信されたファイルを保存する場合
①受信したいファイルを「ファイル一覧」の中から選択し（青色に網かけされます）、
②［ファイル保存］ボタンをクリックします。
③［転送ファイルのコピー先の選択］という画面がでますので、「デスクトップ」を選び、［保存」をクリック

してください（保存の際にご自身のお名前をつけてください）。

ファイル一覧１

２

ご注意！
ファイルの保存場所は「デスクトップ」にしてください（紛失を避けるため）。
ファイル名にご自身のお名前をつけて保存してください。
講師の指示のないファイルは保存しないでください。

３

＜参考＞
ファイルをデスクトップに保存
する際に、ファイルを探さなく
てすむように、あらかじめデス
クトップに研修用のフォルダ
を作成しておき、フォルダに
保存することを推奨します。
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受講中のトラブルについて

7. トラブル発生時の対応について
接続確認の際や研修中にトラブルが発生したら、以下の対応を試してみてください。
解消しない場合は、遠慮なく、サポートデスクや中小企業大学校web校（事務局）【P.1記載】
までご連絡ください。 ＊研修中は事務局までお電話ください。

インストールが途中で止まった（エラーメッセージがでた）
Web会議システム（Fresh Voice）をインストールする際は、管理者権限でパソコンにログインしてい
る必要があります。インストールの際は、御社のシステム管理者にご相談ください。
管理者権限でログインしてもインストールできない場合は、サポートデスクまでご連絡ください。

Web会議システム（Fresh Voice）にログインできない
「サーバ設定画面」の入力内容（サーバアドレス、ドメイン名、パスワード）、「ユーザー設定画面」の
入力内容（ID＝ユーザアカウント、パスワード）が、正しく入力されているかを確認してください（IDと
パスワードは、メールでご案内した個人専用の番号を入力してください）。
プロキシ設定を、「自動検出（Ａ）」から「無視する（I）」に変えてみてください。
それでもログインできない場合は、「御社のネットワークにあわせたプロキシ設定」「御社のファイアーウォー
ルやネットワーク制限などの解除」が対応策として考えられます。御社のシステム担当者にご相談いただ
くか、サポートデスクまでご連絡ください。

ログイン画面が立ち上がらない
前回ログインした際に、 「自動ログイン」か「User Clientの起動」にチェックを入れていると、次回ログイ
ンする際に、ログイン画面が立ち上がりません。ログイン画面を立ち上げるには、以下の作業をしてくださ
い。

ログイン画面の立ち上げ方
①パソコンのタスクバー（画面の最下部の横棒）の右側の通知領域にある ボタン（Windows7）

や ボタン（Windows10）をクリックして、タスクトレイを表示します。

②タスクトレイの中にある Fresh Voiceのマークを右クリックし、③［動作設定］を選び、④「起動時
にUser Clientを表示する」を選んでチェックし、「自動ログインする」のチェックをはずしてください。

３４
クリック

クリックするとチェック
が入る（消える）

タスクバー

タスクトレイ

１

２
右クリック

クリック

＜参考＞システムのトラブルは、パソコンを再起動すると解消する場合がありますので、試してみてください。
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受講中のトラブルについて

7.トラブル発生時の対応について（続き）

＜重要＞映像が動かなくなった/画面が固まった/映像が黒くなった
回線状況が悪くなっている場合がございます。一旦「切断］ボタンより会議を退出し、会議に入りなおして
ください。 （P.８参照）

デスクトップ共有画面が表示されなくなってしまった
画面が最小化され、タスクバー（パソコン画面下の横長の棒）に格納されている場合があります。
タスクバーにオレンジ色のマーク がみつかりましたら、クリックしてみてください。それでも表示されない
場合は、チャットや音声で講師にお伝えください。講師側からデスクトップ共有を再度設定いたします。

パソコンの画面が黒くなった
PC画面のスリープ機能が働いたことが考えられます。講師からの共有画面や参加者の映像は動いていて
も、ご自身でPCを操作していないときはスリープ機能が働いてしまいますので、ご自身のPCのスリープ機能
の時間間隔を長く設定するか、受講中に一定時間毎にPC画面上のマウスを動かしてください。

＜重要＞マイク・スピーカーが機能しない/音声が聞こえない/音声が届かない
（１）スピーカーやマイクがオフ（ミュート）になっていないか確認してください。（P.７参照）

↓
（２）お使いのヘッドセットの電源が入っているか確認してください。

↓
（３）それでも解消しない場合、ヘッドセットがweb会議システムに認識されていないことが考えられます。

以下の手順で接続を確認してください。

①研修中の場合は、一旦［切断］ボタンより会議から退出（P.８参照）
↓
②パソコンに接続されているヘッドセットを再度抜き差しして接続し直します。

別の差込口がある場合は、別の差込口を試してください。
★パソコンに接続できているか、オーディオデバイスの管理（スタートボタン⇒コントロールパネル

⇒ハードウェアとサウンド⇒サウンド）を開いて、［再生］［録音］タブの機器に、お使いの
機器が認識されているか確認してください。さらに［プロパティ］で音のレベルや左右の音のバ
ランス等を確認することもできます。＊詳しくは機器の説明書等をご参照ください。

★御社のシステム管理者によってUSB接続が制限されている場合があります。その場合は、
機器が接続できるようにデバイスマネージャーなどの設定を変えてください。

↓
③会議室へ再入室（P.８）
↓
④設定画面でヘッドセットが認識され、選択されているか確認（P.６参照）

Fresh Voiceの画面が表示されなくなってしまった
システムが待機状態になっていることが考えられます。タスクトレイの Fresh Voiceのマークを右クリッ
クして、［Fresh Voiceユーザクライアント表示］を選んでクリックしてください。（P.14参照）

＜参考＞システムのトラブルは、パソコンを再起動すると解消する場合がありますので、試してみてください。
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受講にあたっての注意事項

８．受講にあたっての注意事項

• 受講中に、ご自身の画面背景に社内情報など公開する意図が無いものが映り込まな
いようにご注意ください。

②ご自身のカメラの撮影範囲をご確認ください。

• 研修途中の離席や、他の社員様との会話はお控えください。

①研修に集中できる環境を整えて受講に臨んでください。

• 講師が話している途中であっても声を出して伝えていただいて構いません。音が出ない
場合は、チャットなどでお知らせください。
事務局（03‐5470‐1823）にお電話いただいてもかまいません。

③講義中に音声等の障害が生じたら、すみやかに講師にお知らせください。

• 講義中に着信音が鳴らないようにお願いいたします。また、通話やメール等のご使用も
お控えください。

④携帯電話や内線電話は、マナーモードにするか電源をお切りください。

• 講義の途中で、講師の指示により休憩時間をとりますが、再開時は、時間厳守をお願
いします。＊再開時に自動的に会議に接続されることがありますのでご注意ください。

⑤講義再開時の時間厳守をお願いします。

⑥講義の録音・録画は禁止となっています。

• 本研修を修了いただくには、所定開講時間数の9割以上の出席が必要となっておりま
すので、ご注意ください。また、遅刻・欠席・早退等される場合は、必ず事前に事務局
までご連絡ください。

＊遅刻・早退は１時間単位で欠席扱いとさせていただきます。
＊９割未満８割以上の場合は救済措置がございますので、事務局にご相談ください。

⑦＜重要＞修了要件について

• なお、事務局は、カメラオフの状態で緊急時に備えモニタリングさせていただく場合がござ
います。画面上にユーザー表示されますことをご承知置きください。また、講義を録画さ
せていただく場合もございますのでご了承ください。


