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オンライン面談（初回） オンライン面談(2回目以降)

①電話にて予約日を決定 ⑥予約メールからアプリ起動

②メールの送受信確認

③面談予約メールを受信

④Teamsアプリを入れる

⑦ゲストアカウントにて入室

⑤Teamsアプリの起動確認

⑧オンライン面談開始

⑨次回の面談日決定

⑩面談終了（アプリ終了）

【面談日前日まで】 【面談当日】 【面談当日】
①予約メールからアプリ起動

②ゲストアカウントにて入室

③オンライン面談開始

④次回の面談日決定

⑤面談終了（アプリ終了）



●ネット回線、スマホやタブレット、パソコン環境によってイヤホンマイク、
（パソコンにカメラがついてない場合）Webカメラをご用意ください。
※イヤホンマイクを購入される場合、接続機器のコネクタの形状をご確認ください。

●オンライン相談は通常面談と同様に50分間です。

●面談前日までにMicrosoft Teamsアプリをインストールをしてください。

●個人情報の取り扱いは、当法人（NPO法人育て上げネット）の個人情報保護方針に
準じます。https://www.sodateage.net/privacy/#kojin

●インターネット電話サービス及びシステムの障害、国内外の政治情勢・自然災害等、
提供するサーバー等の障害またはその他やむを得ない事由により当サービスの提供が
困難な場合、予告なしに当サービスを中断することがあります。
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前日までの準備

Microsoft Teams アプリを
インストールする01

準備
完了

アプリが起動したら
終了する02

サインインは
必要ないので、
アプリ終了し
てください
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面談当日

＊/＊相談URL発行のお知らせ（担
当:○○）

※メールの件名や内容は
若干異なる場合があります。

コネクションズおおさか
から届いたメールを開く01

下記アドレスか
らメールが届き
ます。

【コネクションズ
おおさか事務局】

info@connections-
osaka.com
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コネクションズおおさか事務局

オンライン面談

コネクションズおおさか事務局、大阪
オンライン支援1

オンライン面談
メールによって、本文にこのよう
な内容が入っていることがありま
すが、タップしないでください。
日程の変更については、QAを参照
ください。



7

面談当日

「ゲストとして
参加」をタップ03一番下までスクロールし、

「会議に参加」をタップする02

コネクションズおおさか
〒***-****
大阪府大阪市北区梅田＊＊＊＊
▽お問い合わせ
TEL:***ー****ー****
Mail:****@sodateage.net

タップする前
にWiFiに接続
してください。

電池残量も大
丈夫ですか?



面談当日

名前を入力して
「会議に参加」をタップ05

Kone Osaka

ひらがな、漢字を入力
すると「会議に参加」
がタップ出来ない機種
があります。
その場合、半角英字を
入力して、「会議に参
加」をタップしてくだ
さい。

①

②
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マイクへのアクセスは
「OK」をタップ04

スタッフと会話
する為に必要
なんです!

マイク付きのイヤホンが無けれ
ば、マイク無しの（音楽聴く用
の）イヤホンでも聞きやすくな
ります。家にあれば使ってみて
ください。



カメラへのアクセスも
「OK」にします07

普段の面談に近い雰囲
気にしたいので、お顔
を見せて貰えると嬉し
いです。

面談当日
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招待されるのを待ちます06

普段の状態に例えると
待合室で待っている状態
です。開始時間になった
らスタッフが招待します。
しばらくお待ちください。



面談を終了します09

次回の予約日が決定して、
今回の面談終了したら、
この赤いボタンをタップ
してください。
オンライン面談終了です。

面談当日
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←相手は大きく

←自分は小さく

面談スタート!08

アイコンに斜線（／）
が入っていたらOFFで
す。全部ONにしてく
ださい。
カメラがONにできな
い時は、一度Teamsを
終了して、再度6ペー
ジ ０１からやり直して
ください!
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アプリを終了します09

面談
完了

面談当日

面談室を退出します08

Microsoftからの今回の通話
状態のアンケート画面です。
バツ（×）をタップしてくだ
さい。

お疲れ様
でした♪

これで最後です。「終了」を
タップすると、7ページ ０３
の「ゲストとして参加」画面
が表示されるので、アプリを
終了してください。
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Q.  顔を映したくありません。どうしたらいいですか?
A.  お顔を見てお話したいので、できればカメラをオンにしていただきたいですが、

どうしてもという方はスタッフにご相談ください。

Q. 自室の中がどこまで映るのか気になります。どうしたら確認出来ますか?
A. カメラアプリで確認することが出来ます。インカメラにしてご確認ください。

Q. イヤホンマイクにした方がいいですか?
A. どちらでも大丈夫ですが、お持ちの方はイヤホンマイクの方が話しやすいです!

マイク無しの（音楽聴く用の）イヤホンでも聞きやすくなりますよ!

Q. 当日繋がらなかったらどうしたら良いですか?
A. お電話かメールでご連絡ください。サポート致します。また、予約時間を過ぎて

繋がってなければ、こちらからお電話します。

Q. 予約時間が都合悪くなったらどうしたら良いですか?
A. お電話かメールでご連絡ください。メールの場合、その後の都合の悪い日時も

同時に教えていただけると、次の予約がスムーズにご提案出来ます。

コネクションズおおさか（併設:大阪市若者サポートステーション）
TEL : 06-6344-2660
E-mail  :info@connections-osaka.com

--------------------------------------------------------------------------------------------
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前日までの準備

＊/＊相談URL発行のお知らせ（担当:○○）

※メールの件名や内容は
若干異なる場合があります。

コネクションズおおさかからのメールを開いて一番下までスクロールし、
「Microsoft Teams 会議に参加」 をクリックする。01

コネクションズおおさか
〒***-****
大阪府大阪市北区梅田＊＊＊＊
▽お問い合わせ
TEL:***ー****ー****
Mail:****@sodateage.net
------------------------------------------------------------

下記アドレスからメールが届きます。

【コネクションズおおさか事務局】
info@connections-osaka.com
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オンライン面談

大阪オンライン支援1

メールによって、本文にこのような内容が
入っていることがありますが、クリックし
ないでください。
日程の変更については、QAを参照ください。



前日までの準備

「Windowsアプリをダウンロード」をクリック02

「実行」をクリック03

teamsアプリがパソコンに
インストールされます。

16



アプリをインストールしたのでココに表示されます!

前日までの準備

「Webカメラとマイクを使うことを許可しますか?」を「はい」にします。04

カメラはお互いのお顔を見せるために必要です。普段の面談に近い雰囲気にしたい
と考えています。
マイクはスタッフと会話するために必要です!
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前日までの準備

teamsアプリが起動したら終了する。05

アプリが起動したら、前日までの
準備は終了です。
Teamsアプリのウィンドウにある
バツ（×）ボタンをクリックして
アプリを終了してください。

準備
完了



＊/＊相談URL発行のお知らせ（担当:○○）

コネクションズおおさかからのメールを開いて一番下までスクロールし、
「Microsoft Teams 会議に参加」 をクリックする。01

コネクションズおおさか
〒***-****
大阪府大阪市北区梅田＊＊＊＊
▽お問い合わせ
TEL:***ー****ー****
Mail:****@sodateage.net
------------------------------------------------------------

下記アドレスからメールが届きます。

【コネクションズおおさか事務局】
info@connections-osaka.com

面談当日
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面談当日

起動したブラウザで、「Microsoft Teamsを開きますか?」という
ポップアップが表示されるので、「Microsoft Teams を開く」
をクリックする。

02
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名前を入力して、カメラとマイクはONにする（白い丸を右側に移動する）!
「今すぐ参加」をクリックする03

面談当日

どちらもONに!

①
②

③

①まずは名前を入力
してください。

②カメラ、マイクが
OFFになってたら。
それぞれONにして
ください。

③「今すぐ参加」を
クリックしてくだ
さい。
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マイク付きのイヤホンが無ければ、マ
イク無しの（音楽聴く用の）イヤホン
でも聞きやすくなります。家にあれば
使ってみてください。



招待されるのを待ちます03

面談当日

普段の状態に例えると待合室で
待っている状態です。
開始時間になったらスタッフが
面談室へ招待します。
しばらくお待ちください。
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面談当日

背景効果を適用し、面談スタート!04

パソコン版のteamsアプリを利用
すると背景を変更することが出来
ます。気になる人は利用してみま
しょう!

※パソコンによっては背景効果機
能が使えない場合もあります。
お部屋の中が気になる方は壁側
での通話がおススメです!
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面談当日

面談が終わったら通話を切ります。05

次回の予約日が決定して、面談終了
したら、この赤いボタンをクリック
してください。
オンライン面談終了です。

24



25

面談当日

Teamsアプリを終了します。06

お疲れ様
でした♪

Teamsアプリのウィンドウにある
バツ（×）ボタンをクリックして
ください。
Teamsアプリが終了します。

面談
完了
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Q.  顔を映したくありません。どうしたらいいですか?
A.  お顔を見てお話したいですが、どうしてもという方はスタッフにご相談ください。

Q. 自室の中がどこまで映るのか気になります。どうしたら確認出来ますか?
A. カメラアプリで確認することが出来ます。あとでWebカメラを購入、取り付けられた

た方は、取り扱い説明書をご確認ください。

Q. イヤホンマイクにした方がいいですか?
A. どちらでも大丈夫ですが、お持ちの方はイヤホンマイクの方が話しやすいです!

マイク無しの（音楽聴く用の）イヤホンでも聞きやすくなりますよ!

Q. 当日繋がらなかったらどうしたら良いですか?
A. お電話かメールでご連絡ください。サポート致します。また、予約時間を過ぎて

も繋がってなければ、こちらからお電話します。

Q. 予約時間が都合悪くなったらどうしたら良いですか?
A. お電話かメールでご連絡ください。メールの場合、その後の都合の悪い日時も同時に

教えていただけると、次の予約がスムースにご提案出来ると思います。

コネクションズおおさか（併設:大阪市若者サポートステーション）
TEL : 06-6344-2660
E-mail  :info@connections-osaka.com

--------------------------------------------------------------------------------------------
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