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Facebookとは

• Facebookとは、2004年にマーク・ザッカーバーグ氏がハーバード大学内で立ち上げたサービスです。
Facebook以外にもTwitterやインスタグラムなども含めて、SNS（ソーシャルネットワークサービス）と呼ば
れます。

• Facebookでできること

• 自分の近況などを投稿して、友達や知り合いと共有。
文章と一緒に写真や動画、URL（インターネット上の他のページの場所）も投稿。

• 個人だけでなく、企業や自治体、サークルなども自分達のページが作れて、そこから情報発信可能。
その際は、知り合いだけでなく不特定多数の人にも情報が発信が可能。

• また、ページをつくらなくても、共通のテーマでメンバーを集めて、情報を共有したり、交流ができる。
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インストール方法（まずはやってみましょう！）

• Facebookは、パソコンもしくはスマートフォン、タブレットから使用できます。
• ここではスマートフォンでの設定方法を記載します。

• 手順１：アプリケーションを入手する為、
iPhoneは「App Store」、Androidは「Google Play」へアクセス。

• 手順２：Facebookのアプリケーションを検索し、入手。
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App Store Google Play

入手

下記検索欄で”Facebook”と入力 Facebookアプリが表示されるの
で「入手」ボタンを押下



インストール方法（まずはやってみましょう！）

• まずは個人アカウント（Facebookを使うために必要な個人の設定）を作ってみる。
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個人アカウントから投稿してみる
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赤丸部分をタップ 赤丸部分に文字を入力して、
右上の「投稿」ボタンをタップ

投稿内容を見せる範囲をここで選ぶ。
特に変更しない場合は「友達」になっている
ので、自分の知り合いにしか表示されない。

他の人に見られたくないけど、試しに投稿をしてみたいという方は、
我々のページ（Facebookグループ）をお使いください。

画面上部にある虫眼鏡のボタンから、
「株式会社国分寺」を入力してください。



個人アカウント以外からの投稿や使い方

• 前ページまでで設定した個人アカウントでのページ以外に、FacebookページやFacebookグループといったものが
あります。
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Facebookページ Facebookグループ



Facebookページの例

• 国分市社会福祉協議会
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• 誰をターゲットにするか
• 広く知ってもらいのであれば、広報
誌で宣伝するのも有効



Facebookページの例

• 投稿のやり方
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赤丸部分に文字を入力。
必要に応じて写真を動画を追加して、「投稿」をクリック



Facebookページの設定など

• 「設定」から各種設定が可能です。
• ある程度公式なFacebookページの場合、ビジターからの投稿は許可しない方がよいかもしれません。
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Facebookグループの例

• 数名～数百名程度のプライベートなグループ（特定のテーマに沿って集まるグループ）
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Facebookグループの作成方法
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Facebookを開く
（ホーム画面）

「グループ」をタップ 「作成」をタップ 必要情報入力して、
「グループを作成」をタップ

グループが作成される。

「日吉町居場所づくり」で使用されるの
であれば、下記の設定で作成されるの
がよいかと思います。

プライバシー設定：プライベート
グループの検索可否：検索可能

必要に応じて、メンバーを招待するか、
新規メンバーの申請を承認して、メン
バーを追加していく。

ここをプライベートにしておけば、全く知らない人に情
報が漏洩することはありません。



Facebookページ、Facebookグループの特徴まとめ
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Facebookページ Facebookグループ

できること

• イベントの告知
• 活動報告
• ブログ等に埋め込みできる
• 広告が使える（有料）

• メンバー内の近況、イベントの告知
• 情報発信（写真、動画のアップ）、情報収集、資料
の共有

• 安否確認
• メンバーの管理

公開先
• 全Facebookユーザーであれば、検索すればみること
ができる。

• 公開（Facebookユーザーにメンバー、投稿内容を公
開）

• 非公開（投稿内容を非公開。グループ、メンバーは
公開）

• 秘密（グループの存在自体非公開）

想定利用者
• 企業や自治体などある程度不特定多数の人に情報を
通知したい人や団体

• サークルなど特定のテーマをもって集まる団体、グ
ループ。

Facebooユーザーと
のつながり方

• ページに「いいね」をしてもらう。
• 管理者に登録をしてもらう。もしくは利用者が申請
をして管理者に承認をしてもらう。

コミュニケーション
• 管理者側からの発信に対して、閲覧者がコメントな
どを行う。

• グループメンバーであれば、誰でも投稿することが
できる。

• ある程度不特定多数の人の目に触れさせたい場合は、Facebookページを利用。
その上で、新聞や広告、紙媒体などにそのURLを告知する。

• 知っている人同士のコミュニケーションツールとして利用するのであればFacebookグループを利用。

「日吉町居場所づくり」のみなさ
まは、Facebookグループを
「公開」で作成して新たな方々を
呼び込みながらコミュニティを拡
大していくのがよいと思われます。



LINEの使い方、活用方法
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LINEとは

• LINEで出来ること

ー 「個人間」「グループ」での「メッセージ・ボイスメッセージのやりとり」「無料通話」「無料ビデオ通話」
ー LINE利用者間でのミーティングの設定

ー 写真・動画の共有

ー その他：あみだくじ、日程調整、お金の送金 等々

14

• LINEで出来ないこと

ー グループメッセージをやりとりする時の「個人既読」の状況確認
ー 相手のメッセージに対してのリアクション 例）「いいね！」等

ー



LINEのタウンロード方法
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• 手順１：アプリケーションを入手する為、
iPhoneは「App Store」、Androidは「Google Play」へアクセス。

• 手順２：Facebookのアプリケーションを検索し、入手。
App Store Google Play



LINEの利用登録方法

ダウンロード後、起動し「新規登録」をタップ
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「利用規約」「プライバシーポリシー」
を確認し、電話番号を入力し「→」をタップ

電話番号宛にSMSで認証番号を
送りますと表示されたら、
「送信」をタッチプ

SMSに届いた認証番号を入力する
※自動入力される機種もあります。
※「おかえりなさい、○○!」 と

表示された場合は[いいえ、違います]
をタップ。



LINEの利用登録方法

「アカウントを新規登録」をタップ
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名前・プロフィール画面を設定し、「→」をタップ パスワードを登録後、「→」をタップ 友だち追加設定（アドレス帳の利用）
を確認し「→」をタップ
※友だちの自動追加や、自分の電話
番号を知っている相手に、自動で
[友だち追加]されたくない場合は、
チェックを外ずす



LINEの利用登録方法

年齢確認画面で認証するか否か選択
※認証しない場合、「あとで」をタップ
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位置情報へのアクセスを許可するか否か選択
※許可しない場合、「あとで」をタップ

完了！！



友だちになる① ID検索から追加
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ホームタブ右上の「友だち追加」アイコンをタップ 「検索(虫眼鏡マーク)」をタップ IDをタップのうえ友だちのIDを入力し、
「検索(虫眼鏡マーク)」をタップ

友だちが表示されたら
「追加」をタップ



友だちになる② 電話番号から追加
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ホームタブ右上の「友だち追加」アイコンをタップ 「検索(虫眼鏡マーク)」をタップ
電話番号をタップのうえ、

「日本(Japan)」を選択、電話番号を入力し、
「検索(虫眼鏡マーク)」をタップ

友だちが表示されたら
「追加」をタップ



友だちになる③ QRコードから追加
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ホームタブ右上の「友だち追加」アイコンをタップ 「QRコード」をタップ

[QRコードリーダー]を開き、
追加したい友だちの[マイQRコード]を

読み込む。
友だちが表示されたら
「追加」をタップ



友だちやクループとトークする

22

ホームタブの「友だち」からトークをしたい友だちを選択し、
「トーク」をタップ。グループでトークしたい場合は、グループを選択

※「無料通話」「ビデオ通話」も出来ます

トーク画面下のメッセージ入力欄をタップし、メッセージを入力したら、
飛行機マークをタップする。



友だちグループを作成する
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ホームタブ右上の友だち追加マークをタップし、
次に「グループ作成]をタップ

グループに追加したい友だちを選択 グループ名を入力し、
右上の作成をタップ



友だちグループと「ビデオ通話」する
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トークタブからビデオ通話したいグループをタップする。
右上の[電話マーク]をタップ後、

[音声通話]または[ビデオ通話]をタップし、通話を開始



ミーティングの設定
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トーク画面の右上にある「カメラマーク」
をタップ

年齢確認(＊)をしていない場合は、

指示に従い認証を行う。

「ミーティング作成」をタップ ミーティング名が自身の名前（登録名）
になるため、変更したい場合は
「鉛筆マーク」をタップして編集する

※代表者が作成する

＊参加者も年齢確認が必要になります。



ミーティングの設定
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友達やグループにURLを共有する場合、「招待」をタップし、
共有する友達やグループを選択し、「転送」をタップ

LINE以外で共有する場合は「コピー」をタップし、メール等に張り付ける



ミーティングの開始・参加
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参加者は共有されたURLをタップし、
ミーティング作成者は「ミーティングリスト」の「開始」をタップ

カメラのオン・オフ、背景の変更、アバター等を選択する。
名前とプロフィール画面が表示することを確認し「確認」をタップ


