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講座の予定：全６回

１．スマホを使う上で⼤事なこと① 10/28
２．アプリの⼊⼿と削除＆アプリ紹介 11/25
３．スマホを使う上で⼤事なこと② 12/23

→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 1/27
→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 2/24
６．カメラの使い⽅＆セキュリティ 3/24

まとめ＆コロナワクチン接種証明アプリ



本日のテーマ

〜14︓20 コロナワクチン接種証明アプリ
カメラの使い⽅

※1回休憩（10分）を⼊れます

〜15︓30 セキュリティ、まとめ



新型コロナワクチン接種証明書アプリ



アプリの概要

・⽇本政府が公式に提供する、新型コロナワクチン接種証明書
を取得できるアプリです。

・国内⽤の証明書、海外⽤の証明書
※本講座では国内⽤の証明書を対象とします

・必要なもの
①マイナンバーカード
②マイナンバーカードの暗証番号（4桁の数字）
③マイナンバーカードが読み取れるスマホ



新型コロナワクチン接種証明書の発⾏

①アプリをインストールして起動

②国内⽤を選択して次へ



新型コロナワクチン接種証明書の発⾏

③マイナンバーカードの暗証番号
（4桁の数字）を⼊⼒する

※3回間違えると発⾏不可



新型コロナワクチン接種証明書の発⾏

④マイナンバーカードの読み取り

カードの上にスマホを置いて
読み取り開始ボタンを押す

※スマホのケースを外す



新型コロナワクチン接種証明書の発⾏

⑤カードの読み取り完了

⾃分の情報が表⽰されたら次へ



新型コロナワクチン接種証明書の発⾏

⑥市区町村の選択

ワクチン接種した時点の⾃宅の
市区町村を選択し、
ワクチン接種記録を検索

※市区町村は⾃動的に表⽰される



新型コロナワクチン接種証明書の発⾏

⑦⾃分の記録の確認

内容に問題無ければ発⾏



新型コロナワクチン接種証明書の発⾏

⑧発⾏された証明書の確認

アプリ画⾯に表⽰される証明書
をクリック

※証明書は何度でも追加発⾏可能



カメラの使い⽅



カメラでできること
・写真を撮れる
・ビデオを撮れる
・撮った写真/ビデオを加⼯できる
・撮った写真/ビデオを移動/送信できる
・⼈、モノ、⾵景を撮る
・⾃分を撮る
・連写する
・パノラマ写真を撮る



iPhoneのカメラ

写真またはビデオの撮影モードを選択できる
シャッターボタンを⻑押しすると連写できる

撮影モード

シャッターボタン

カメラ切り替え



Androidのカメラ

写真またはビデオの撮影モードを選択できる
様々な撮影モードがあるが、まずは写真とビデオ

撮影モード

シャッターボタン

カメラ切り替え



ビデオを撮る

録画開始ボタンで撮影をスタート/ストップ
Androidも基本的に同じ操作

撮影モードをビデオに

録画開始ボタン



撮影した写真/ビデオを⾒る

iPhoneも基本的に同じ

撮影した写真/ビデオ
が表⽰される
これを押すと
写真/ビデオを確認できる



カメラの標準的な機能

lズーム撮影
lフラッシュライト
lタイマー撮影
l画像の⾃動調整
lパノラマ撮影
lスロービデオ撮影

操作⽅法は機種により様々



写真の保存先
iPhone Android



写真の加⼯

iPhone

Android

l切り抜き
l明るさ
l⾊
l⾓度
lフィルター
l⽂字⼊れ



写真の移動・共有

iPhone

Android

l送付先
l送付⽅法
l保存先
l共有先



カメラ利⽤のコツ

ü たくさん撮る
ü 連写を使って良い１枚を選ぶ
ü スマホを固定して撮影する
ü パノラマ撮影はゆっくり
ü フラッシュは使わない
ü フィルターを使う
ü メモとして活⽤する



スマホのセキュリティ



スマホの普及とともに、
スマホを狙った詐欺が増えてきています。

どんなケースの詐欺があるのかを知り、
危険を回避する術を⾝につけましょう。



フィッシング詐欺

クレジットカードの情報
銀⾏⼝座の情報
各種アカウント情報（IDとパスワード）

これらの情報を⼊⼿して不正利⽤する詐欺

様々な形で事業者を装い
「獲物を釣り上げる＝フィッシング」



フィッシング詐欺の例（Apple）

「Apple IDがセキュリティ上の理由でロック
されました」

→メールで案内が届く
→偽Appleサイトに誘導
→パスワード変更⼿続きが必要と称して、

カード情報、ID/PASSを⼊⼒させる



フィッシング詐欺の例（ヤマト運輸）

「宅急便の荷物をお届けにあがりましたが
不在のため持ち帰りました」

→メールで案内が届く
→偽クロネコヤマトのサイトに誘導
→荷物の問い合わせと称して詐欺⽤の不正

アプリをインストールさせる

※⽇本郵便、佐川急便を装う例もある



フィッシング詐欺の例（アマゾン）

「Amazonに登録しているアカウントの
確認です」

→メールで案内が届く
→偽アマゾンサイトに誘導
→アカウントの確認と称して登録している

クレジットカードなどの個⼈情報を⼊⼒
させる



フィッシング詐欺の例（銀⾏/カード）

「あなたの口座/カードがセキュリティ上
の理由でロックされました」

→メールで案内が届く
→偽サイトに誘導
→アカウント情報の変更手続きと称して
利用中の口座/カード番号、暗証番号など
を入力させる



フィッシング詐欺の対策

偽サイトを⾒破るのは難しい

→メールでの案内を信⽤しない
特にアカウント情報の変更を求めるもの、⽇本語表現が
微妙おかしい場合には注意

→変更⼿続きの案内があった場合は、その事業者の正規
窓⼝から⼿続きを⾏う。※メールの案内に従わない

→少しでも怪しいと感じたら事業者に問い合わせる
または、グーグル検索で調べる



ワンクリック詐欺

URLリンクをクリックすると、何かに
申し込んだ事にされ料⾦を請求される詐欺

振り込まないと裁判、家族や職場に連絡、
などと脅してくるのが特徴

Webページ上に罠があるケースが⼤半
メールでURLリンクを送付してくるケースも



ワンクリック詐欺の代表例

成⼈向け動画サイトの年齢認証ボタンを
クリックしたら有料会員に登録

出会い系サイト、婚活サイトなどでも
ワンクリック詐欺にかかる場合がある

男性の被害者が⼤半、要注意︕



ワンクリック詐欺の対策

いかがわしいサイトに⾏かない

勇気を持って無視する

→絶対に相⼿にコンタクト（連絡）しない
コンタクトすると相⼿に更に脅される⽻⽬に

→ワンクリックで課⾦する事は出来ないと知る
→Web上で絶対にカード情報、個⼈情報を⼊⼒しない



偽の警告を使う詐欺

「スマホ画⾯に突然警告メッセージが表⽰
される」

→ウイルスに感染しました
→システムエラーが発⽣しました
→クリーンアップが必要です

これは警告に⾒せかけた広告
→不正アプリのインストールを誘導



スマホ詐欺の被害に遭わない
ためには、

⾝に覚えの無い案内は基本的に無視

届いた案内から⼿続きを開始しない

焦らず、怖がらず⼈に相談する



セキュリティ・アプリについて



セキュリティ・アプリとは︖

・マルウェア（ウイルス）対策
・怪しいURLのブロック
・盗難対策

→基本的にやってくれる事は
この３つ



・マルウェア（ウイルス）対策
→変なアプリを⼊れない
怪しいWebページを⾒ない

・怪しいURLブロック
→怪しいサイトに⾏かない
怪しい案内は無視

・盗難対策
→パスワードロックをする



セキュリティ・アプリとは︖

・マルウェア対策
・怪しいURLのブロック
・盗難対策

→基本的に全て⾃分で対処可能



セキュリティ・アプリのリスク

・常に動いているのでスマホ動作が遅くなる
バッテリーも消費する

・セキュリティ・アプリを通じてスマホを
操作されてしまう危険もある

・中にはセキュリティ・アプリを名乗る危険
な詐欺アプリもある



⽇頃⼼がけたいスマホのセキュリティ

・定期的にアプリ、OSをアップデート
・怪しいアプリは⼊れない
→多くのユーザー実績があれば◯

・怪しいサイトに⾏かない
・怪しいメール案内は無視する
・パスワードロック、指紋ロック、
顔認識ロックをかける



まとめ

・セキュリティ・アプリは不要
使わずとも⾃分で危険を回避できる

・キャリアのセキュリティ・オプションも不要

・フィッシングやワンクリック詐欺には注意



スマホ利⽤のポイント



理屈より感覚

・仕組みが分かればベスト。
でも、それは⼆の次。

・まずやり⽅（操作）を感覚的に覚える。
→スマホの操作には共通の法則がある。

・分からない︖
でも、その答えはスマホの中に必ずある。
答えは考えずにスマホの中で探す。



⾃分に必要なこと（だけ）を覚える

・興味の範囲を広げすぎない。
→あれもこれもはNG

・必要になった事をその都度覚える。
→細かいこと、関係ないことは気にしない



IDとパスワード

・IDとパスワードの種類を理解する
－電話会社との契約に関するID/PASS
－アプリをダウンロードするID/PASS
－LINE/GmailのID/PASS
－スマホのロックを解除するPASS

・登録時に記録に残す習慣を⾝につける



怖がらない

・操作ミスでスマホが壊れる事は無い
・アプリを使って知らないうちに料⾦が発⽣
する事は無い

・お⾦のやり取り（クレジットカードの利⽤）
→ネット通販は国内15兆円を突破
→万が⼀でも保証がある

・個⼈情報/位置情報



契約内容を理解する

・何に幾ら払っているか︖
－通話料
－データ通信料
－スマホ代⾦（分割）
－その他

・何をすると料⾦が発⽣するか︖

※加⼊/変更して2〜3ヶ⽉経ったら1回は
窓⼝で相談



店員を信⽤し過ぎない

・ドコモ、au、ソフトバンク
・Ymobile、楽天モバイル、etc
・家電量販店

売りたい⼈の「おすすめ」ほど怖いものは
ない。

以下の点には特に注意

・らくらくスマホ
・データ通信量の契約
・１ヶ⽉は無料のサービス
・アクセサリ類の購⼊



本講座は以上となります。

皆さん半年間お疲れ様でした。



宣伝

川崎スマートライフ推進会の講座

・川崎市内の各種公共施設
・中原市⺠館/川崎市⺠活動センター（武蔵⼩杉）

定期的に開催しています。

令和４年４⽉から無料相談会も開催予定。

※詳細はホームページにて



中原市民館有料講座

毎⽉２回、9:30〜11:30開催
・講師2名
・参加者⼀⼈⼀⼈の質問に対応

・参加費⽤ ¥3,300-
・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！


