
1. 行きたい場所までのルート案内
iPhone版

自動車

徒歩

電車・バス

自転車

タクシー

地図アプリを開く1

行き先を入力する2

行き先を選択する3

交通手段を選択4

ホーム画面で「マップ」 
をタップ

「マップで検索」をタップ， 
行き先を入力し，「検索」
をタップする

地図から行き先をタップし， 
青い部分をタップする

マップ

交通手段のイラストをタップ
し，「出発」をタップする

https://www.apple.com/jp/maps/



2. さるぼぼコインの利用開始のサポート(1/3)
iPhone版

App Storeを開く1

検索画面を表示する2

アプリを検索する3

インストールする4

ホーム画面で「App Store」 
をタップ

「検索」をタップする。!
のある四角をタップして 
アプリの名前を入力する 

! のある四角をタップして 

アプリの名前を入力する 

「入手」をタップした後
に，パスワードを求めら
れた場合，入力する。

https://www.apple.com/jp/app-store/



2. さるぼぼコインの利用開始のサポート(2/3)
アカウント作成

アプリを開く1

初めてはこちら2

必要事項に同意する3

チュートリアルを見る4

ホーム画面で「さるぼぼコイン」 
をタップ

「初めてはこちら」を
タップする 

利用規約・資金決済法に基づ
く表示をスクロールし読み，
利用する場合には同意する。

左にスワイプしながら，
利用方法を確認する

https://play.google.com/store/apps/details?
id=jp.co.hidashin.wallet&hl=ja



2. さるぼぼコインの利用開始のサポート(3/3)
アカウント作成

PINコード5

アカウント設定6

メールを確認する7

設定完了です！8

アプリを開く際に利用する 
パスワードを入力し， 
「確定」をタップする

普段利用している 
メールアドレスを入力する。 
個人情報の取り扱いに 
チェックをつけて「メールを
送信」をタップする。

一度ホームに戻り， 
メールアプリを開いて 
URLをタップする。



3. Zoomの使い方(1/5)
iPhone版：インストール編

App Storeを開く1

検索画面を表示する2

アプリを検索する3

インストールする4

ホーム画面で「App Store」 
をタップ

「検索」をタップする。!
のある四角をタップして 
アプリの名前を入力する 

! のある四角をタップして 

アプリの名前を入力する 

「入手」をタップした後
に，パスワードを求めら
れた場合，入力する。

https://www.apple.com/jp/app-store/



3. Zoomの使い方(2/5)
アカウント作成

zoomを開く1

誕生日を入力する2

サインアップする3

URLを確認する4

ホーム画面でzoomを 
タップし，サインアップを 
タップする。

誕生日を入力し，「確定」
をタップする。 

メールアドレス氏名を入力し
「サインアップ」をタップす
る

一度ホーム画面に戻り，メール
アプリを開いてzoomから届い
たメールの「アカウントをアク
ティベート」をタップする

https://app-story.net/zoom-icon-profile/



3. Zoomの使い方(3/5)
アカウント作成

パスワードを設定6

サインインする7

氏名を確認し， 
パスワードを２回入力 
「続ける/continue」タップ

「開く」をタップし 
登録したメールアドレス， 
パスワードを入力して 
「サインイン」をタップする 

ポイント

ネット通販 
動画再生

メール
メッセージ

カレンダー
サービス内容

サービス名

アカウントとは：あるサービスを受けるための権利， 
　　　　　　　　登録して会員になるようなこと

アカウントの例



マイクのON/OFF

ビデオのON/OFF

画面の共有

参加者の確認

その他設定

3. Zoomの使い方(4/5)
ミーティングの開き方

zoomを開く1

ミーティングを始める2

音声を繋げる3

操作方法4

ホーム画面でzoomを 
タップする

「新規ミーティング」を 
タップし，「ミーティングを
開始」をタップする

「Wi-Fiまたは携帯の
データ」をタップする

相手に声や映像が届かない 
設定や自分の見ている画面を
他の人にも見てもらうことが
できます。

※「オーディオなし」を選ぶと 
音声が聞こえません



3. Zoomの使い方(5/5)
招待

zoomを開く1

ミーティングを開く2

招待の方法を選ぶ3

招待を送信する4

ホーム画面でzoomを 
タップする

画面下の「ミーティング」を
タップする 

「招待の送信」をタップし，
「クリップボードにコピー」
を選ぶ。

LINEやメールを開いて，送
りたい相手へのメッセージに
長押しして，ペースト（貼り
付け）する

表示が青くなる

https://app-story.net/zoom-icon-profile/



4. 健康や脳トレもアプリから
iPhone版

App Storeを開く1

検索画面を表示する2

アプリを検索する3

インストールする4

ホーム画面で「App Store」 
をタップ

「検索」をタップする。!
のある四角をタップして 
アプリの名前を入力する 

! のある四角をタップして 

アプリの名前を入力する 

「入手」をタップした後
に，パスワードを求めら
れた場合，入力する。

https://www.apple.com/jp/app-store/



5. 知りたいことをスマホで調べる
iPhone版

Safariを開く1

調べたいことを入力する2

検索結果からサイトを見る3

ポイント

ホーム画面で「Safari」 
をタップ

「検索/Webサイト名入力」
をタップ，調べたいことを 
入力し，「開く」をタップ
する

検索結果には複数のwebサイトが表示
されるので，気になるものからいくつ
か見ていきましょう

キーワードで検索する

情報を複数のサイトで確認する

キーワードを複数入力するとAND(かつ)で検索できます。

インターネットの情報は誰でも発信でき，誤った情報も流れています。 
複数の情報源を比較することで正確さを高めることができます。

「ぶた　なす　レシピ」例）ぶたとなすを使うレシピを調べたい

https://iphone-appguide.xyz/return-
safari-icon-to-home-screen



クマを目撃したら…‼

クマ見つけたよ！ 
通報窓口

QRコードを読み取り，お知らせください

⚠こちらは練習用のサイトになります。 
本番用は別サイトになりますのでご注意ください。



7. クマ出たよ！通報窓口(1/4)

QRコードを読み取る1

情報を入力する2

カメラを開く。QRコード
を写して，読み取れた際の
表示をタップする。

スクロールして目撃した 
熊の大きさ，頭数，日時，
場所，写真，通報者の情報
を入力する

【大きさ】

【日時】 【場所】

【写真】 【通報者】

iPhone版

見つけたところ 
をタップ

見つけた熊を全て 
選択

https://applech2.com/archives/ios11-new-
features-camera-app-support-qr-code.html



7. クマ見つけたよ！通報窓口(2/4)

QRコードを読み取る1

情報を入力する2

カメラを開く。QRコード
を写して，読み取れた際の
表示をタップする。

スクロールして目撃した熊の大きさ，頭数，日時，場所，写
真，通報者の情報を入力する

【大きさ】 【日時】

iPhone版

見つけた熊の大きさ 
全て選択するスクロールする

目撃日・時間をタップして，入力する

【場所】

見つけたところ 
をタップ

＋をタップすると 
拡大できる

地図をタップすると"ピンが表示される

https://applech2.com/archives/ios11-new-
features-camera-app-support-qr-code.html



7. クマ見つけたよ！通報窓口(3/4)
情報を入力する2

スクロールして目撃した熊の大きさ，頭数，日時，場所，写真，
通報者の情報を入力する

【写真】

【通報者の情報】

iPhone版

写真のマークを 
タップする

「写真のライブラリ」 
をタップする

「選択」をタップ

「氏」をタップして入力する

写真を選ぶ



7. クマ見つけたよ！通報窓口(4/4)
iPhone版

確認する4

送信する5

画面をスクロールして 
入力内容を確認する

正確に入力できた→「送信」 
ミスがある→「戻る」(2へ戻る） 
それぞれタップする 

入力を訂正する 送信する

確認画面へ移動する3
申請を進めるには「確認画面
へ移動する」をタップする。
申請を中断するには「入力内
容を一時保存する」をタップ
する。

手続きを中断する

そのまま進む

⚠今回利用したものは練習用のサイトになります。 
本番用は別サイトになりますのでご注意ください。



8. 新しい趣味は動画で始める(1/2)
YouTubeアプリで動画検索

YouTubeを開く1

動画を検索する2

見たい動画を選ぶ3

ホーム画面でYouTubeを 
タップする

! をタップして， 

調べたい内容を入力する 

見たい動画を選び， 
動画をタップする

ポイント

キーワードで検索する
キーワードを複数入力するとAND(かつ)で検索できます。

「ぶた　なす　レシピ」
例）ぶたとなすを使うレシピを調べたい

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.youtube&hl=ja&gl=US



8. 新しい趣味は動画で始める(2/2)
YouTubeアプリで動画検索

別の動画を検索する

画面を 
大きくする

動画をより楽しむ

画面を小さくする

再生中

タップして検索

動画をタップする
動画を停止する

動画進める 
戻す


