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コミュニケーションアプリ LINE(ライン)を使う 

 

コミュニケーションアプリ LINE（ライン）（以下 LINE と略します。）を利用するために、まず、最初に次の手

順でインターネットの設定、LINE のインストールを行います。 

 

 補足 

LINE のセットアップについて 

マウス操作盤にて、「伝の心」側のセットアップは可能ですが、「伝の心」以外

の操作も必要となります。 

必ず支援者の方と一緒に行ってください。 

 

   1 「新しいネットワークのセットアップ」等を利用して、インターネットに接続可能な環境を構築します。 

 

 制限 

インターネットに接続可能な環境の構築は、ご契約のインターネット接続業者よ

り受け取られた設定資料に基づいて、行ってください。不明点は、ご契約のインタ

ーネット接続業者にお問い合わせください。 

 制限 

ネットワーク接続機器（モデム・ルーター・ハブ等）をご使用になる場合は、それぞ

れの機器について設定が必要です。ネットワーク接続機器の不明点は、ご購入

先にお問い合わせください。 

 

   2 デスクトップのショートカットア
イコン「伝の心添付資料」を

開くと、伝の心の各種添付

資料が入っているフォルダが

開きます。 

 

   3 「LINE について」を選択して

開くと、LINE のインストール

方法や設定方法などが記

載されているマニュアルが表

示されます。 
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   4 記載内容を参考にして、
LINE をセットアップしてくださ

い。 

   5 また、Windows 操作のメニュ

ー[LINE]から LINE を使用す

る場合、幾つかの注意事項と制限事項がありますので、下記ご一読ください。 

 

 制限 

LINE の操作支援について 

Windows 操作のメニュー[LINE]で表示される LINE 文字盤は、LINE の操作

を支援いたしますが、LINE の操作を保障するものではありません。LINE のバ

ージョンによっては本書に記載されている通りに動作しないこともあります。 

 注意 

ログイン画面について 

自動ログインを設定していても、明示的にログアウトしたり、ネットワークエラー

でログイン失敗したり、アップデートなどの理由で LINE アプリを再起動した時

は、LINE 起動時にログイン画面が表示されます。 

表示された文字盤からパスワードを入力可能ですので、パスワード入力後、

LINE 文字盤の[決]を選択してログインしてください。 

 制限 
友だちに追加したい相手には、LINE ID と、ID による友だち追加を許可の設定

を、相手側で事前に行ってもらってください。 

 注意 

投稿する相手を確認しましょう 

トークの相手が正しいかどうか、投稿する前に確認しましょう。 

LINE 画面右側の友だちリストまたはトークルームリストの背景に色がついてい

る相手が現在のトークの相手となります。 

 制限 

LINE 操作画面に文字が残っている場合、トークルームや友達の変更ができませ

ん。また、スタンプ画面が表示できない場合があります。一度 LINE 操作画面の

文字を空にして[ ]や[ ]、[ ]を選択してください。 

 補足 

LINE のタイムラインについて 

タイムラインの投稿や公開設定はマウス操作になりますので、ご自身でマウス

操作盤にて行うか、支援者の方に行ってもらってください。 

 補足 

LINE の設定について 

LINE 画面左下の「・・・」アイコンから表示されるメニューに「設定」があります。 

ここから LINE の設定画面が表示可能です。 

 注意 

トーク履歴の保存期間について 

トーク履歴の保存期間は 1 ヵ月程度です。古いトークの内容は順次削除さ

れていきます。ご注意ください。 

トーク履歴をテキストファイルとして保存する方法は LINE のヘルプセンターでご

確認ください。LINE のヘルプセンターの表示方法は 400 ページの「LINE のヘ

ルプを表示する」を参照ください。 
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LINEの起動と終了 

Windows操作からの起動と終了 

   1 Windows 操作画面のトップメ

ニューより[LINE]を選択する

と、LINE操作画面と LINE文

字盤が表示され、LINE が起

動します。 

 

Windows操作画面のメニュー

は非表示になります。 

 

 

 

 

 

 

   2 Windows操作画面のメニュー

に戻る場合は、LINE 文字盤

の[戻]を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 確認画面が表示されるので、
[はい]を選択します。 

   4 LINE 操作画面を終了して、

Windows操作画面のメニュー

に戻ります 
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メインメニューからの起動と終了 
 

支援者用設定において、メインメニューから LINE 操作画面を呼び出す設定を行うことが可能です。 

設定の方法は、211 ページの「電子メール機能・LINE 操作機能のメニューを表示する」にて説明して

います。 

 

   1 「伝の心」トップ画面のメイン

メニューより[LINE]を選択す

ると、LINE 操作画面と LINE

文字盤が表示され、LINE が

起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

   2 「伝の心」トップ画面に戻る

場合は、LINE 文字盤の[戻]

を選択します。 

 

 

   3 確認画面が表示されるの

で、 [はい ]を選択すると、

LINE 操作画面を終了して、

「伝の心」トップ画面に戻りま

す。 

 

 

 制限 

LINE 画面が表示される前に、起動中のメッセージで「戻る」ボタンを選択すると、

「伝の心」トップ画面に戻りますが、「伝の心」トップ画面の上に LINE 画面が表示

される場合があります。その状態でも伝の心の操作は可能です。 

また、何かメニューを選択することによって LINE画面の表示が後になりますので、そ

のまま操作可能です。 
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LINEの友だち追加 
 

LINE の友だち追加の一例（LINE ID で検索して友だち追加）を下記に説明します。 

 

 制限 

友だちに追加したい相手には、LINE ID と、ID による友だち追加を許可の設定

を、相手側で事前に行ってもらってください。 

年齢確認の表示がされる場合は、スマホ版の LINEの設定から「年齢確認」をタ

ップして「年齢確認」を行ってください。（PC 版 LINE のみで行っている場合は、デ

スクトップの「伝の心添付資料」の「LINE について」に対応方法が記載されており

ますのでご確認ください。） 

 

   1 389 ページの「LINE の起動

と終了」を参照して LINE 操

作画面を表示したら、 

LINE 文字盤の[ ]（人型

のアイコンに+マーク）を選択

します。 

 

   2 文字盤と LINE 操作画面が

非表示になり、右側LINE画

面に「友だち追加リスト」が表

示されます。 

また、マウス操作盤が表示さ

れ、マウス操作が可能になり

ます。 

 

 

   3 LINE 画面の上部「友だち検

索」にマウスカーソルを合わせ

て、マウス操作盤のサブメニュ

ーより[左クリック]を選択してく

ださい。 

 

マウス操作盤の使用方法

は、374 ページの「マウスを

操作する」を参照ください。 
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   4 友だち検索画面が表示さ

れますので、「ID」にチェック

が入っていない場合に

は、マウス操作盤のサブメ

ニューより[左クリック]を選

択して入れます。 

   5 マウス操作盤のサブメニュ

ーより[戻る]を選択して、マ

ウス操作盤を終了させま

す。 

 

 

 

   6 LINE 文字盤と LINE 操作

画面が再び表示されるの

で、追加したい友だちの

LINE ID を文字盤で入力

します。 

 

文字入力の方法について

は、64 ページの「文字入

力の基本操作」を参照くだ

さい。 

   7 文字入力後、LINE 文字

盤より[決]を選択すると、

LINE 操作画面の文字が

友だち検索画面に転送さ

れます。 

   8 検索結果が友だち検索画
面に表示されますので、

LINE 文字盤の[ ]（マウ

スのアイコン）を選択してマ

ウス操作盤を表示します。 
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 補足 

友だち検索画が画面の裏に表示される場合 

LINE のバージョンによっては、LINE 操作画面の文字が友だち検索画面に転

送された後、友だち検索画面が非表示（実際には LINE 画面の裏にありま

す）になる場合があります。[ ]（マウスのアイコン）や[ ]（人型のアイコンに+

マーク）を選択すると再表示されますので、操作を続けることが可能です。 

 

   9 友だち検索画面の追加ボタ

ンにマウスカーソルを合わせ

て、マウス操作盤のサブメニ

ューより[左クリック]を選択す

れば、友だちリストに追加さ

れます。 

 

   10 友だち検索を途中で止め
たり、友だち追加後、友だち

検索画面やホーム画面など

が LINE 画面の左に残ってい

たりする場合は、 

友だち検索画面やホーム画

面右上の「×」を、マウス操

作盤のサブメニューより[左ク

リック]を選択して閉じてくださ

い。 

   11 LINE 画面の左に画面が

残っていないことを確認して、

マウス操作盤のサブメニュー

より[戻る]を選択して、文字

盤に戻ってください。 

 

 補足 

電話番号検索について 

ID 以外にも、相手の電話番号で友だち追加が可能です。 

この場合、友だちに追加したい相手には、LINE の「設定＞友だち＞友だちへの

追加を許可」の設定を、相手側で事前に行ってもらってください。 
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LINEの友だちリストからトークを開始する 
 

友だちを追加したら、友だちリストからトークを始められます。 

 

   1 389 ページの「LINE の起動

と終了」を参照して LINE 操

作画面を表示したら、 

LINE 文字盤の[ ]（人型

のアイコン）を選択します。 

 

右側の LINE 画面は、友だ

ちリストが表示されます。 

   2 文字盤側はサブメニューが

表示されるので[↟]または[↡]

を選択すると、友だちリスト

の選択位置が上または下に

順次移動していきます。 

   3 トークしたい相手のところで

スイッチ入力すると、選択位

置の移動は止まり、右下に

投稿画面が表示されます。 

   4 右下に投稿画面が表示さ

れない場合は、391 ページ

の「LINE の友だち追加」を参

照して LINE 文字盤の[ ]

（マウスのアイコン）を選択して

マウス操作盤を表示し、 

右側 LINE 画面のトークボタ

ンにマウスカーソルを合わせ

て、マウス操作盤のサブメニュ

ーより[左クリック]を選択すれ

ば、 

右下に投稿画面が表示され

ます。 
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LINEのトークルームリストからトークを開始する 
 

友だちリストからトークを開始したら、次回からはトークルームリストの選択でトークが行えます。 

 

 制限 
LINE 操作画面に文字が残っている場合、トークルームや友達の変更ができませ

ん。一度 LINE 操作画面の文字を空にして[ ]や[ ]を選択してください。 

 

   1 389 ページの「LINE の起動

と終了」を参照して LINE 操

作画面を表示したら、 

LINE 文字盤の[ ]（吹き

出しのアイコン）を選択しま

す。 

 

右側の LINE 画面は、トーク

ルームリストが表示されます。 

 

   2 文字盤側はサブメニューが表
示されるので[↟]または[↡]、を

選択すると、トークルームリス

トの選択位置が上または下

に順次移動していきます。 

 

トークしたい相手のところでス

イッチ入力すると、選択位置

の移動は止まります。 

 

また、[先頭][末尾]を選択す

ると、トークルームリストの先

頭または末尾に選択位置が

移動します。 
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LINEで文字入力して投稿する 
 

394 ページの「LINE の友だちリストからトークを開始する」や 395 ページの「LINE のトークルームリスト

からトークを開始する」を行って、LINE 画面の右下に投稿画面が表示されている状態では、文字盤よ

り文字入力を行い、投稿することができます。 

 

 注意 

投稿する相手を確認しましょう 

トークの相手が正しいかどうか、投稿する前に確認しましょう。 

LINE 画面右側の友だちリストまたはトークルームリストの背景に色がついてい

る相手が現在のトークの相手となります。 

 

   1 投稿したい内容を文字盤で

入力します。 

 

文字入力の方法について

は、64 ページの「文字入力

の基本操作」を参照くださ

い。 

   2 文字入力後、LINE 文字盤

より[決]を選択すると、LINE

操作画面の文字が投稿画

面に転送され、投稿されま

す。 

 

 

 

 注意 

未確定文字列について 

LINE操作画面の未確定文字列が２行に渡る場合、未確定文字が文字盤の

下に隠れてします場合があります。 

未確定文字は、小まめに変換/確定を行ってください。 
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LINEでスタンプを投稿する 
 

394 ページの「LINE の友だちリストからトークを開始する」や 395 ページの「LINE のトークルームリスト

からトークを開始する」を行って、LINE 画面の右下に投稿画面が表示されている状態では、スタンプも

投稿することができます。 

 

 制限 
LINE 操作画面に文字が残っている場合、スタンプ画面が表示できない場合が

あります。一度 LINE 操作画面の文字を空にして[ ]を選択してください。 

 

   1 389 ページの「LINE の起動

と終了」を参照して LINE 操

作画面を表示したら、LINE

文字盤の[ ]（顔のアイコ

ン）を選択します。 

   2 文字盤と LINE 操作画面が

非表示になり、スタンプリスト

が表示されます。 

また、マウス操作盤が表示さ

れ、マウス操作が可能になり

ます。 

   3 マウス操作盤のサブメニュー

から[スクロールボタン上（連

続）]または[スクロールボタン

下（連続）]を選択して、スタ

ンプリストがスクロールします。 

   4 投稿したいスタンプにマウスカ
ーソルを合わせて、マウス操

作盤のサブメニューより[左ク

リック]を選択すれば、スタンプ

が投稿されます。 

   5 マウス操作盤のサブメニュー

より[戻る]を選択すると、LINE 文字盤に戻ります。 
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LINEで絵文字を投稿する 
 

397 ページの「LINE でスタンプを投稿する」と同様にして、絵文字も投稿することができます。 

 

 制限 
LINE 操作画面に文字が残っている場合、スタンプ画面が表示できない場合が

あります。一度 LINE 操作画面の文字を空にして[ ]を選択してください。 

 

   1 397 ページの「LINE でスタン

プを投稿する」を参照して、

スタンプリストとマウス操作盤

を表示します。 

   2 スタンプリストの上部「絵文

字」タブにマウスカーソルを合

わせて、マウス操作盤のサブ

メニューより[左クリック]を選択

して、スタンプリストを絵文字

リストに切り替えます。 

   3 入力したい絵文字にマウスカ
ーソルを合わせ、マウス操作

盤のサブメニューより[左クリッ

ク]を選択すれば、投稿画面

に絵文字が入力されます。 

   4 次に、マウス操作盤のサブメニ
ューより [戻る ]を選択して、

LINE 文字盤に戻ります。 

   5 文字盤から[改]→[改行 1回]

を選択して改行を入力後、

[決]を選択すると、投稿画面

の絵文字が投稿されます。 
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LINEでタイムラインを表示する 
 

LINE のタイムラインの表示が可能です。投稿や公開設定等は別途マウス操作盤を表示して行います。 

 

 補足 

LINE のタイムラインについて 

タイムラインの投稿や公開設定はマウス操作になりますので、ご自身でマウス

操作盤にて行うか、支援者の方に行ってもらってください。 

 

   1 389 ページの「LINE の起動

と終了」を参照して LINE 操

作画面を表示したら、 

LINE文字盤の[ ]（時計の

アイコン）を選択します。 

 

右側の LINE 画面は、タイム

ラインの画面が表示されま

す。 

 

 

   2 タイムラインの画面の操作

は、LINE 文字盤の[ ]（マ

ウスのアイコン）を選択して表

示されるマウス操作盤から行

ってください。 

   3 文字を入力する場合、入力

位置にマウスカーソルを合わ

せ、マウス操作盤のサブメニュ

ーより[左クリック]を選択後、 

[戻る]で文字盤に戻れば、

文字入力が可能になりま

す。 

文字入力後[決]の選択で、入力位置に文字が転送されます。 
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LINEのヘルプを表示する 
 

LINE の使用方法や機能の説明は LINE のヘルプセンター (※ブラウザが起動します。) で確認できま

す。ヘルプセンターの表示方法をご紹介します。 

 

   1 389 ページの「LINEの起動と

終了」を参照して LINE 操作

画面を表示したら、 

LINE 文字盤の[ ]（マウス

のアイコン）を選択してマウス

操作盤を表示します。 

 

 

   2 LINE 画面左下の「・・・」アイ

コンにマウスカーソルを合わ

せ、マウス操作盤のサブメニュ

ーより[右クリック]してメニュー

を表示します。 

   3 表示されたメニューから、「ヘ

ルプ」にマウスカーソルを合わ

せ、マウス操作盤のサブメニュ

ーより[左クリック]を選択する

と、ブラウザが起動して LINE

のヘルプセンターが表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 補足 

LINE の設定について 

LINE 画面左下の「・・・」アイコンから表示されるメニューに「設定」があります。 

ここから LINE の設定画面が表示可能です。 
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