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今期の予定：全6回

１．スマホを使う上で⼤事なこと① 10/22
２．アプリの⼊⼿と削除＆アプリ紹介 11/26
３．スマホを使う上で⼤事なこと② 12/17

→アップデート、通知、キャッシュレス

４．インターネット検索＆LINEの使い⽅ 1/28
→友達追加、写真送付、⾳声通話

５．乗り換え案内/Googleマップの使い⽅ 2/25
６．カメラの使い⽅＆セキュリティ 3/18



本日のテーマ

「インターネット検索」
「LINE」アプリの使⽤法
・友だち追加
・写真送付、写真保存
・⾳声通話
・スタンプ利⽤（時間があれば）

〜15︓30
※途中1回休憩（10分）を⼊れます



インターネット検索



インターネット検索とは︖

・インターネット上で様々な情報を
探すことを「ネット検索」という

・「ネット検索」でほぼあらゆる情
報を⼊⼿できます

・「ネット検索」は無料です



ネット検索を使いこなせば、
困り事の⼤半は⾃分で解決できます。

ネット検索は「最も重要なスマホ技術」
⾃分で調べる習慣を⾝につけましょう。



ネット検索のしかた

・検索サービス/アプリを利⽤する

・⼀番おすすめはGoogle（グーグル）



Googleで検索する

・アプリを開く

・キーワードを⼊⼒する



Safariで検索する

・アプリを開く

・キーワードを⼊⼒する

※Yahoo,その他検索も基本的に同じ

検索/Webサイト名入力



Google/Safariで検索する

・川崎スマートライフ で検索



Google/Safariで検索する

・川崎から⿅島⽥ で検索



Google/Safariで検索する

・近くのレストラン で検索



Google/Safariで検索する

・年賀はがき 当選番号 で検索



Google/Safariで検索する

・ラグビー ルール で検索



Google/Safariで検索する

・500ポンド キログラム で検索



Google/Safariで検索する

・LINE 写真 送り⽅ で検索



Google/Safariで検索する

・LINE 写真 送り⽅ で検索

⾔葉と⾔葉の間に空⽩を⼊れる事で
⾔葉を組み合わせた検索ができる



Youtubeで検索する

・世界最⼤の動画サイト

・キーワードで動画を検索できる

検索



Youtube検索のメリット

・動画で⾒れる
⇩

知りたい事を映像で確認できる
ー⿂のさばき⽅、包丁の研ぎ⽅
ー紐、ロープ、スカーフの結び⽅
ー⽇曜⼤⼯、掃除の仕⽅、ガーデニング
ー語学、教養、スポーツ、趣味、雑学
ー観光地の情報、歴史、⽂化
ー様々な⾳楽



LINE:友だち追加



友だち追加って何︖

LINEでメッセージを送ったり、
通話したりする相⼿（友達）を
登録することです。

複数のやり⽅があります。



友だち追加の前に確認①

LINEには友だちを「勝⼿に」
⾃動で追加する機能があります。

これは「OFF/許可しない」に
しておいた⽅が良いでしょう。



①ホームメニュー

②友だち追加



紛らわしいので注意！

許可するとなっていれば、

友だち自動追加OFFの状態

許可しないとなっていれば、

友だち自動追加ONの状態

友だち自動追加：

スマホの連絡帳に電話番号を登録している人で、LINEを使っている人を
友だちとして自動的に登録する機能



友だち追加の前に確認②

LINEには⾃分が「勝⼿に」誰か
の友だちに追加されてしまう
機能があります。

これは「OFF/許可しない」に
しておいた⽅が良いでしょう。



友だち追加の

設定



OFFの状態
自動追加されない

緑色になっていると

ONの状態
自動追加される



友だち追加の⽅法

複数のやり⽅があります。

が、場合によっては、
うまくいかないことがあります。



①ホームメニュー

②友だち追加



検索は年齢認証という手続きが必要

LINEを使っている人の設定によっては検索できない場合がある



友だち追加の⽅法

複数のやり⽅があります。

おすすめ
相⼿が⽬の前にいる時︓QRコード
相⼿が・・いない時︓メール招待



QRコードによる友だち追加
→相⼿が⽬の前にいる場合

１．友だち追加メニューから「QRコード」
を選ぶ

２．QRコードリーダーで相⼿の
QRコードを読み取る

または
マイQRコードを表⽰して相⼿
に読み取ってもらう





相手のQRコードを
ここにかざず

自分のQRコードを
相手に見せる

または





QRコードによる友だち追加
→相⼿が⽬の前にいる場合

３．QRコードを読み取って相⼿を認識
したら「追加」ボタンを押す

または
相⼿がマイQRコードを読み取り、
⾃分のことを追加してくれると、
⾃分の友だちリストに相⼿が表⽰
されるので「追加」ボタンを押す

お互いにQRコードを読み取る/読み取られるだけでなく、相手を「追加」しない
と友だちにはならない



メール招待による友だち追加
→相⼿が⽬の前にいない場合

１．友だち追加メニューから「招待」
を選ぶ

２．「SMS」または「Email」を選ぶ

SMS︓携帯電話番号宛のメール
Email︓⼀般の電⼦メール



３．招待したい相⼿（メール送付先）を
連絡先⼀覧から選択
→⾃動的に招待⽂が作成される

４．メールを送信

５．メール受信者がメールに記載されて
いるURLをクリックすると友だちと
して追加される

※相⼿がLINEアプリを使⽤していること



「SMS」または「Email」を選んだ時に
下記のメッセージが表⽰された場合

※Androidの場合は機種により様々

LINEが連絡先にアクセスできるように設定する



１０分間休憩



LINE:写真送付



LINEで写真を送る

写真の送付はトークの画⾯で⾏う

１．写真を送りたいトークの相⼿を選ぶ

２．写真マークを押す

３．送りたい写真を選ぶ（複数可）

４．送信ボタンを押す



トークのメニュー



写真を送りたい

トークの相手を
選ぶ



写真ボタンを押す



写真ボタンを押す

とスマホ内の写真
一覧が出てくる

↓

送りたい写真を

選ぶ（複数可）
↓

送信ボタンを押す

送信ボタン



LINEで送られてきた写真を
保存する
１．トーク画⾯上の写真を⼤きく表⽰する

２．画⾯右下の ボタンを押す

３．写真がスマホ内のアルバム等に保存さ
れる

※トーク相⼿と共有アルバムを作る機能
もある



写真を押すと拡大

表示される



拡大表示された写真

保存ボタン



保存完了

保存先はスマホカメラ

の保存先と同じ



保存完了

保存先はスマホカメラ

の保存先と同じ



トーク画面のメニュー

を押すと



トーク相手との共有

アルバムを作成可能



トーク相手との共有

アルバムを作成可能



アルバムに登録する

写真を選ぶ



LINE:通話



LINEで通話する

LINEを使えば通話料は無料
（⽉々のデータ通信契約の範囲内で無料）

通常の通話

電話回線：有料

LINEで通話

電話/ネット回線：無料



LINEで通話する

通話はトークの画⾯で⾏う

１．通話したいトークの相⼿を選ぶ

２．受話器マークを押す

３．無料通話またはビデオ通話を選ぶ

４．発信ボタンを押す



通話したい

トークの相手を
選ぶ



受話器ボタン



通話を選択

ボタンを押すと相手
にコール開始



LINE通話のメリット

・WiFi通信を使えば無料

・データ通信を使っても通常の通話より
格安 例）2GBで110時間通話可能

・ビデオ通話（テレビ電話）も可能

・複数⼈のグループ通話も可能

・災害時などに有効な場合がある



LINEで通話する

通話はトークの画⾯で⾏う

１．通話したいトークの相⼿を選ぶ

２．受話器マークを押す

３．無料通話またはビデオ通話を選ぶ

４．発信ボタンを押す



LINE:スタンプ利⽤



LINEのスタンプ



LINEのスタンプ



LINEのスタンプの種類

１．誰でも使える標準スタンプ

２．⼀定期間タダで使える無料スタンプ

３．永久に使える有料スタンプ



標準スタンプ 顔マークを押す

スタンプマーク
を押す



標準スタンプ

顔マークを押す



標準スタンプの⼊⼿

ダウンロードすると
スタンプが使える



スタンプと絵⽂字の違い

絵文字：文章の中に入れる事ができる
スタンプ：一つ選んで送る



無料スタンプ

・企業が宣伝⽤に配っているスタンプ

・⼀定期間無料で使える

・企業と友だちになると使える

多くの⼈が無料スタンプを利⽤
→スタンプはこれで⼗分



無料スタンプの⼊⼿

スタンプショップ

を選択



イベントを選択



全て無料のスタンプ

但し、友だち追加が

スタンプ入手の条件



スタンプを選んだら

友だち追加を押す







無料スタンプの⼊⼿完了



本日はここまで



LINEまとめ

１．友だち⾃動追加はオフにする
２．友だち追加はQRコード/メールが便利
３．写真の保存、送信は写真の保管場所と
連携

４.  LINEを使えば通話料は無料
５．スタンプは無料のものを利⽤



次回２月２５日（木）

①乗換案内の使い方について

②Googleマップの使い方

※アプリが入っていない方は、

アプリがダウンロードできる準備

をお願いします。要ID/パスワード



中原市民館有料講座

毎⽉２回、9:30〜11:30開催

・講師２名 2時間¥3,300-
・参加者⼀⼈⼀⼈の質問に対応

・2/18,25,開催予定
・開催スケジュールは
「川崎スマートライフ」で確認



お疲れ様で
した！


