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■関係者の方に特に注意していただきたい点

高齢者がタブレットを使用して、比較的頻繁に起こる事象とその対応方法、さらに特
に関係者に関わる作業をマニュアルとは別に作成しました。
こちらも事業が進んでいくうちにさらに更新していく可能性がありますので、常に新
しいものをお手元に置いてください。

✓ 電源ボタンを長押ししたら、ホーム画面が変わった
→３ページ参照

✓ 音量ボタンを押したら、TalkBack機能がオンになった
→４ページ参照

✓ 何か操作をしていたら、画面が真っ黒になった
→５ページ参照

✓ タブレットとTV、スピーカー等をつなぎたい
→６～９ページ参照

✓ 各種アプリに不具合が起きた時のアンイストールと
再インストール →10ページ参照

✓ 「あなたと」のアプリが見当たらない
→12ページ参照

お知らせの更新

タブレットに表示されるお知らせは別途PC等で更新していただく必要があります。

→13～21ページ参照

✓ 「あなたと」トップページにお知らせを表示させない
→22ページ参照



■トップページが従来のトップページじゃなくなった場合の対処

電源ボタンを長押しし続けると、「あなたと」オリジナルホーム画面が、タブレット
にもともと設定されているホーム画面に戻ってしまいます。

■「あなたと」オリジナルホーム画面
■タブレットに設定されて
いるホーム画面

電源ボタン
を長押し

「あなたと」オリジナルホーム画面に戻す方法

１

①画面下部の真ん中の
アイコンをタップ。

２

②設定アイコンをタップ。

３

➂「アプリと通知」
をタップ。

④「デフォルトのアプリ」
をタップ。

４

５
６

⑥の操作の後、下部の⑦の
ホームボタンをタップする
と「あなたと」オリジナル
ホーム画面に戻る。ver.3.1

3

⑤「ホームアプリ」を
タップ。

７

電源ボタンの操作時に注意すること
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■音量操作方法での注意点

音量ボタンの操作時に注意すること

音量ボタンは上部が音量を大きく、株が音量を小さく
するためにのものです。

操作時に指全体でこのボタン全体を押してしまい、音
量の「大」と「小」を同時に押してしまうことがあり
ます。

同時に押すと「TalkBack」機能が起動します。（画面
のメニューや文章を読み上げてくれる機能）
不要な場合は下記の操作を行ってください。

大

小

TalkBackをオフにする方法

≪方法① 音量ボタンでオフにする≫

①再度音量ボタンの台
と章を一緒に長押しす
る。

１

②ホーム画面にでた「ショートカットを
OFFにする」をタップ。

≪方法② 設定でオフにする≫

①トップ画面の便利ツールを開き＞設定をタップ。

２

２

②「ユーザー補助」
をタップ。

➂「TalkBack」を
タップ。

３

４

④右上のボタンを左
に移動。

４

⑤「停止」をタップ。



■ホーム画面が真っ黒になった
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Wi-Fiを利用してタブレットを使用することはできますが、Wi-Fi環境だとデータのダウンロー
ドがしやすいため、アンドロイド11の更新情報が届きます。
ここで更新すると、事前に「あなたと」のオリジナル画面でインストールしているアプリ等が
対応できなかったり、最悪の場合、トップ画面が表示されなくなります。

基本的にはWi-Fi環境での使用は避け、LTEを利用してください。

また、万が一通いの場などでWi-Fi環境で使用している時にアンドロイドの更新情報が表示され
ても更新ボタンは押さないでください。

■Wi-fi使用時のアンドロイドバージョン更新

電源ボタンを長押しし過ぎると、ホーム画面が変わる
だけではなく画面が写真のように真っ黒になる場合が
あります。

こちらの対応不能な場合はご返却いただき初期化する
必要があります。

基本的には電源をシャットダウンせず、常にセイフ
ティモードで使用してください。

■電源ボタンを長押しし過ぎる

※その他、何らかの操作で上記のような画面になります。その都度ご相談ください。
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■タブレットとテレビをつなぐ(主に通いの場で)１

ミラキャストレシーバーの設定の仕方

■ミラキャスト

１

①ミラキャストレシーバー
に小さいUSBケーブルをさ
す。

②USBポートにつなぐ。

２

➂ミラキャストレ
シーバーにHDMIケー
ブルをさす。

３

④TV裏面にHDMIケーブルをさす。 ⑤上記画面が表示されていること
を確認する。



■タブレットとテレビをつなぐ(主に通いの場で)２

１

２

端末の設定のメニューの開き方

①ホームページの「便利ツール」
アイコンをタップ。

②「端末の設定」メニューをタップ。

タブレット内の設定の仕方

Miracast(ミラキャスト)レシーバーの電源を入れ、TVに接続した状態で操作を行います。

３ ４

➂「設定」で「接続
済みのデバイス」を
タップ。

④「接続済みのデバ
イス」で「接続の設
定」をタップ。

⑤「接続の設定」で
「キャスト」をタッ
プ。

⑥「キャスト」で右
上の「…」をタップ。

⑦右上の「ワイヤレスディス
プレイの有効化」□(チェッ
クボックス)をタップ。

⑧機器名が表示されるので、
機器名をタップ。

⑨機器名の下に「接続済
み」が表示。TVにタブ
レットの画面が表示され
る。

５ ６

７ ８ ９

ver.3.1
7
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■タブレットとテレビをつなぐ(主に通いの場で)３

「通いの場」で参加者を一堂に会して研修会などを行う場合大型モニターのTVやスクリーンを使用する
ことがあります。その際はマイクスピーカやミラキャスト、タブレット内の設定が必要になります。

マイクスピーカの設定の仕方

■マイクスピーカー ■USBポート

拡大

１

２

①マイクスピーカにUSB
ケーブルをさし、②のUSB
ポートにつなぐ。

←つないだイメージ
コンセントは電源に差
し込む。(短いので延長
コードが必要な場合が
あります)

➂右端の電源ボタン
を2秒程度長押し。

３

④電源がつくと、5つ
の青色ランプが右へグ
ラデーション点灯。
プルルルルという音も
でます。

⑤Bluetooth接続待機状態に（一つ青色のランプが繰り返し点灯）
※⑤の状態にならない場合 もう一度電源ボタンを2秒程度押してください。

４

マイクスピーカのタブレット内の設定の仕方

①端末の設定から「接
続済みのデバイス」を
タップ。

１

２

②「新しいデバイスと

ペア設定する」をタッ
プ。

➂「eMeet Luna」を
タップ。

３

④「ペア設定する」を
タップで完了。
YouTubeなどで音声確
認してください。

４
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■タブレットとテレビをつなぐ(主に通いの場で)４

■スピーカーで「つながる」＞「通いの場」を使用する際の注意点

前述のスピーカーを使用する際、タブレッ
トで参加している人の声がスピーカーから
聴こえないという場合、「通いの場」の画
面の左下にある①イヤホンアイコンをタッ
プし、②「WiFiまたは形態のデータ」を
タップしてマイクのアイコンに変えてくだ
さい。

１

２

マイクアイコンにする

マイクスピーカ使用時の「つながる」の設定の仕方
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■各種アプリに不具合が起きた時ののアンイストールと再インストール

「あなたと」で使用している各種アプリがうまく起動しない、正しい動作をしないなどの不具合
が発生した時は既存のアプリをアンインストールしてからアプリの再インストールしてください。

アンインストールの仕方(例としてEasiitのアプリを使用)

１

２

①ホームページの「便利ツール」
アイコンをタップ。

②「端末の設定」メニューをタップ。

３

➂「アプリと通知」メ
ニューをタップ。

４

④上部の「77個のアプリを
すべて表示」をタップ。

６

④上部の「アンインス
トール」アイコンを
タップ。

５

④「Easiit」をタップ。
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④「Google Playストア」を
タップ。

⑥「インストール」ボ
タンをタップ。

再インストールの仕方(例としてEasiitのアプリを使用)

３

➂上部の「77個のアプリを
すべて表示」をタップ。

４

５

⑤上部右の「開く」を
タップ。

６

１

２

①ホームページの「便利ツール」
アイコンをタップ。

②「端末の設定」メニューをタップ。

■各種アプリに不具合が起きた時ののアンイストールと再インストール
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■「あなたと」のアプリが見当たらない

「あなたと」のアプリのインストールの仕方

長押しなどをしてセーフモードになり、「あなたと」のホーム画面が見えなくなることがありま
す。その際は「あなたと」のアプリをインストールする必要があります。

①下記QRコードをタブレットで読み込む。
QRコードはタブレットの「QRスキャナー」
をタップして読み取ってください。

②インストールできたらあなたとアプリを起動してください。
トップ画面右下の設定アイコンをタップするとパスワード入力画面が表示

hokuto と入力

続いてユーザーID入力する欄が表示

USER162 と入力

氏名が利用者様と合致していれば完了です。

➂あなたとアプリをホームアプリ化してください。(３ページ参照)

１
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【ログイン】

別途お送りしているアカウント情報を参照してください。

1）WordPress管理画面URLにアクセスしてください。

2）「管理画面ベーシック認証」のユーザー名とパスワードを入力します。

3）該当する「管理画面ログインアカウント」のユーザー名とパスワードを入力します。

2）管理画面ベーシック認証

3）管理画面ログイン認証
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【お知らせ投稿 1/6】

「お知らせ」の投稿タイプを選択肢、

「新規追加」を押して投稿を作成します。
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【お知らせ投稿 2/6】

1）タイトルを入力します。

2）「内部記事・外部リンク（もしくはPDF）」のどちらかを選択し、入力します。

＃詳細は次ページにて説明いたします。

3）「カテゴリ」を選択します。

＃配信したい自治体、通いの場を選択してください。

4）「プレビュー」画面で確認します。

5）問題なければ「公開」ボタンを押して公開します。

1

2

3

4

5
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【お知らせ投稿 3/6】

【内部記事の場合】

https://anatato.online/のサイトに

詳細ページを作成する場合

1）「内部記事」にチェックを入

れる。

2）「本文入力」に入力する。

テキストや画像などを入力でき

ます。

＃画像を追加する場合は、入力

エリアの挿入したい箇所にカー

ソルをあてたまま「メディアを

追加」を押すと画像を挿入でき

ます。

内部記事

【外部リンク（もしくはPDF）の場合】

https://anatato.online/のサイト内に詳細ページは作成せず、外部サイトへのURL、もしくは

PDFを掲載する場合

1）「外部リンク（もしくはPDF）」にチェックを入れる。

2）「外部リンク」か「PDFアップロード」どちらかの入力（アップロード）をしてくださ

い。（どちらか1つのみ入力可能）

＃どちらかを入力すると、残りの入力欄は非表示になります。

外部リンク（もしくはPDF）
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【お知らせ投稿 4/6】

表示画面
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【お知らせ投稿 5/6】

表示画面

各通いの場一覧ページでは、

所属している「自治体」＆「通いの場」の投稿が表示されます。

※各通いの場の一覧は次ページ参照

https://anatato.online/news/?cat=sarufu

tsu_salonfukinotou

右記の場合、

「猿払村」

「［猿払村］サロンふきのとう」

のカテゴリを選んでいる投稿が表示さ

れます。

https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_salonfukinotou
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

［猿払村］サロンふきのとう

https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_salonfukinotou

［猿払村］にっとはーと

https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_nittoheart

［猿払村］機能訓練教室

https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_kinoukunren

［猿払村］グループ・リハビリ教室

https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_grouprehabili

［喜茂別町］ミニデイウサパラ体操

https://anatato.online/news/?cat=kimobets_minidei

［喜茂別町］ストレッチエクササイズ

https://anatato.online/news/?cat=kimobets_stretch

［喜茂別町］はちまる

https://anatato.online/news/?cat=kimobets_hachimaru

［喜茂別町］鈴川トレーニング

https://anatato.online/news/?cat=kimobets_suzukawa

［池田町］ROCOCO２号店

https://anatato.online/news/?cat=ikeda_rococo

［池田町］北部コミュニティ

https://anatato.online/news/?cat=ikeda_hokubu

［千歳市］大和1丁目町内会

https://anatato.online/news/?cat=chitose_yamato

［千歳市］稲穂町内会

https://anatato.online/news/?cat=chitose_inaho

［千歳市］長都駅前町内会

https://anatato.online/news/?cat=chitose_osatsu

［名寄市］Nスポ健康ステーション

https://anatato.online/news/?cat=nayoro_nspo

［名寄市］第３シニアクラブ

https://anatato.online/news/?cat=nayoro_dai3senior

【表示画面】各ページURL

下記一覧のURLから各通いの場の一覧ページを確認することができます。

https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_salonfukinotou
https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_nittoheart
https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_kinoukunren
https://anatato.online/news/?cat=sarufutsu_grouprehabili
https://anatato.online/news/?cat=kimobets_minidei
https://anatato.online/news/?cat=kimobets_stretch
https://anatato.online/news/?cat=kimobets_hachimaru
https://anatato.online/news/?cat=kimobets_suzukawa
https://anatato.online/news/?cat=ikeda_rococo
https://anatato.online/news/?cat=ikeda_hokubu
https://anatato.online/news/?cat=chitose_yamato
https://anatato.online/news/?cat=chitose_inaho
https://anatato.online/news/?cat=chitose_osatsu
https://anatato.online/news/?cat=nayoro_nspo
https://anatato.online/news/?cat=nayoro_dai3senior
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【お知らせ投稿 6/6】

管理画面

新規投稿の表示画面は、下記のぺーまリンクのURLをクリックすると確認できます。

確認画面
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■「お知らせ」の更新方法（PCから更新してください）

投稿マニュアル【お知らせ編集】

「お知らせ」の一覧ページで、編集・削除したい投稿名にカーソルを合わせると操作項目

が出てきます。操作を行いたい項目をクリックしてください。



ver.3.1 22

■「あなたと」のトップページに「お知らせ」を表示させない

「お知らせ」をトップページに表示させない方法

現在、お知らせを更新するとトップページにお知らせのタイトルが下部に流れてきます。
こちらを表示させないようにするための方法です。

１

２

①ホームページの「便利ツール」
アイコンをタップ。 ②「二次元コード」メニューをタップ。

➂右記のQRコードをこの画面の枠内
で読み込む

←このお知らせを表示

させないようにする。

④QRコードの読み取り後に表示され
た画面の「リンクを開く」をタップ。

４

⑤表示された画面の下部の「ダウン
ロード」をタップ。

注意 ■トップページに表示されているお知らせをタップし、お知らせ一覧を開かないと
表示は消えません。

■一度表示を消してしまうとその後のお知らせも表示されなくなるのでご注意ください。

３

５


