
～ オンライン面接における注意事項 ～ 

 

１．使用するソフトについて 

Zoom を使用して試験を行います。あらかじめ，「ミーティング用 Zoom クライアント」

（バージョン 5.1.0 以降）を以下の URL からダウンロードし，インストールしてくださ

い。 

       Zoom ダウンロードセンター https://zoom.us/download 

サインインしなくても使用できます。ただし，Zoom の無料版アカウントを登録してサイ

ンインしておくと，繰り返して使用する際に便利です。なお，出願受付後受験票を発送しま

すので，大切に保管してください。 

 

２．使用機器及び通信環境について 

 原則，Zoom のシステム要件（https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-

Windows-macOS）を満たしたノート PC またはデスクトップ PC（マイクロフォン及びカメラ

機能付き）を使用してください。 

 

3．オンライン試験を受ける場所について 

自宅またはその他の静かな環境（個室）（以下 「試験室 」という）で受験してください。

試験室には，志願者本人のみ入室し，接続時及び試験中に第三者が立ち入ることがないよう

にしてください。第三者の立ち入りなどの状況によって試験担当者が試験実施に不適切と

判断した場合には，試験を中止する場合がありますので，くれぐれも注意してください。な

お，試験の際に，試験室に志願者以外の第三者がいないことをカメラにて確認することがあ

りますので，指示があった場合は協力してください。 

 

4．事前の接続テストについて 

 試験の前日までに接続テストを行います。接続テストの日時については，出願受付後受験

者にメールでお知らせします。 

 

5. その他 

 オンライン面接についての具体的な実施方法は，出願受付後志願者へ電子メールにより

お知らせします。 

  



Overview of interview examinations through a Web conference system 

 
1. How to join the online interview 

Interviews are conducted online using Zoom video meeting. Download the Zoom app from 

Zoom's official website ahead of your interview and spend some time getting to understand 

how it all works. 

Zoom download center:   https://zoom.us/download 

We will send you the Examinee’s Card after your application is accepted. During the interview 

examination please keep it at hand and also until the enrollment procedures for entrance are 

completed.  

 

2. Equipment required by the applicant 

The applicant is responsible for preparing a suitable environment for both the connection test 

and the interview examination, including in terms of the Internet connection and the required 

equipment. 

- Proper Internet connection 

 You are responsible for preparing a stable Internet connection. To ensure a stable connection, 

we strongly recommend that you connect to a wired LAN via a cable rather than a wireless 

LAN (e.g., Wi-Fi). 

- Suitable device  

 Please use a desktop computer or laptop with functioning camera and microphone that meet 

Zoom system requirements (https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-Windows-

macOS). Please note that smartphones and tablets cannot be used. 

 

3. Location 

Applicants are expected to ensure a quiet examination environment with no other parties 

present during both the connection test and the interview examination. For overseas applicants, 

depending on your country of residence, the examination may be held late at night or early in 

the morning due to the time difference with Japan. 

 

4. Advance connection test 

Applicants wishing to take an interview examination using the Web conference system must 

carry out a connection test in advance. This test is conducted to check your equipment and your 

Internet connection. No test questions will be asked in relation to the interview examination. 

 

5. Others 

Detailed information on the online interview will be sent to the applicant by email after your 

application is accepted.  

https://zoom.us/download
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-Windows-macOS
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023-Windows-macOS

