
今、Twitterが面白い!!

Twitterは「世の中のトレンド」が分かるSNSです。
最新のニュースやトレンド情報など、今起きていることをリアルタイムで知る
ことができたり、自分の趣味や好きなことから検索して世の中の人達とつなぐ
ことができるソーシャルメディアサービスです。一度試してみませんか。

1.Twitterに登録する
2.Twitterの画面確認
3.ユーザー名を変更する
4.新情報は「検索」から
5.フォローとフォロワー

6.文章をツィート(投稿)して見る
7.写真や動画をツィート(投稿)してみる
8.ツィート(投稿)を削除する
9.Twitterでよく使う用語
10.Twitterでのトラブルを防ぐ方法



1.Twitterに登録しよう

①Twitterを利用するには、Playストアからアプ
リをダウンロードしてインストールします。
検索欄に「Twitter」と入力して、見つかったら
インストールします。

インストールしたら、
SNSのフォルダを作成
して纏めておくと便利
です。

Twitter

②今回は既に取得して
あるGoogleアカウント
を使用します。下部の
「続行」をタップしま
す。

③使用するアカウント
をタップします。

④確認して下部の「続
行」をタップします。

⑤言語を確認して「続
行」をタップします。

⑥生年月日を下部より
選べば自動入力されま
す。

⑦内容を確認して「次
へ」をタップします。
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Twitterと入力

Playストア

ここから選びます

※Twitterを利用するには、アカウントを作成し
て、ログインする必要があります。アカウントは会
員登録のようなものです。



⑧名前の入力は「今は
しない」で「次へ」を
タップします。

⑨「連絡先を同期し
て、」が表示されたら
「連絡先を同期」を
タップします。

⑩「許可」をタップ
します。

※連絡先を同期する
と、アドレスや電話番
号でつながっている人
に知られる可能性があ
るので、不要な場合は
「今はしない」にする
と良いでしょう。

⑪興味のあるアカウン
トがあれば「フォローす
る」をタップし「次へ」
をタップします。

⑫興味のあるトピック
スを選択‥が表示され
たら、トピックスを3
件程度選択し画面右下
の「次へ」をタップし
ます。

⑬先に選択したトピッ
クスに関連する中から
何件か選択し、右下の
「次へ」をタップしま
す。

※選んだジャンルのアカウントが「おすすめ」と
して表示されるようになります。

⑭アカウントを1件以上
‥が表示されたらおすす
めユーザーから1件以上
選択し「フォローする」
をタップします。「フォ
ロー中」になったのを確
認し、画面右下の「次
へ」をタップします。

フォロー中

⑮Twitterのホーム画面
が表示されたら、アカ
ウントの登録は終了で
す。

重要重要
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後から変更できます

ホーム

マイアイコンが
表示されます



2.Twitterの画面確認
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メニュー画面を表示する

スパークルボタン
タイムライン画面の表示を切り替える。
ホーム(おすすめツィート)⇔最新ツィート

ホーム画面を表示する

ツィートやユーザーを検索する

自分に届いた通知を表示する

ダイレクトメッセージを送受信する

ツィートを投稿する

メニュー画面

3.ユーザー名を変更する

新規登録した際には仮のユーザー名(アカウントを認識するための英数字)が割り当てられ
ているので変更します。(他の人が使っているユーザー名は登録できません。)

①ホーム画面を表示し
「プロフィール画像」を
タップします。

②メニュー画面が表示
されたら「設定とプラ
イバシー」をタップし
ます。

③「設定画面」が表示
されたら「アカウン
ト」をタップします。

④「アカウント」画面
が表示されたら「アカ
ウント情報」をタップ
します。ここで「ユー
ザー名」を変更できま
す。

❼

❽ ❾ ➓ ⓫
リプライ
(返信ツィート)

リツィート
(拡散)

いいね 共有

プロフィール画像
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4.新情報は検索から

最新のニュースやトレンド情報など、今起きていることを検索すればリアルタイム
で知ることができます。テレビのニュースや新聞よりも早い場合が多い。

①下部の検索(虫眼鏡ア
イコン)をタップして、
上部の「トレンド」を
タップします。

検索

▼トレンド
　Twitterの特徴でもある最新情報が早い!! 今のトレンド、流　
　行っているもの、特に今日流行っているものが出てきます。

▼ニュース
　テレビや新聞より早い場合が多い。NHKでは見られない　　
　ニュースなど幅広い。

▼スポーツ
　最新のスポーツ記事満載です。

▼エンターティメント
　芸能界の話題はここから。

②検索欄にキーワードを
入力します。今回は「ウ
クライナ侵攻」としま
す。

▼話題のツィート
　その投稿が話題になっていて、人気ということ。　
　♡の数字がが多い

▼最新
　人気は関係なく、新しいものの順に表示されます。

▼ユーザー
　アカウント名に検索キーワードが入っていたり、説明文のと
　ころに検索キーワードが入っていると表示されます。

▼画像・動画
　画像や動画付の投稿。

検索
で新
情報
入手
!
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検索例(キーワード入力)
・お住いの地区の知事、市長名
・好みの俳優、歌手名
・趣味
・友人、知人



5.フォローとフォロワー

Twitterでは、特定のアカウントを選び、そのツイートを自分のタイムラインに継続的
に表示させることを「フォロー」と呼びます。フォローすると、言葉通りに相手の投稿
を自分のタイムラインで追い続けることができます。それに対し、自分をフォローした
アカウント（相手）のことを「フォロワー」と呼びます。

▼相手のアカウントをフォローする方法

フォローしたいアカウントを検索して、「フォローする」ボタンを押すというのが基本的な流れです。相
手のツイートからフォローする方法は、検索結果画面だけでなく普段眺めているタイムラインでも同様に
行えます。

①Twitterアプリの検索
アイコンをタップし、
検索窓にアカウント名
など検索キーワードを
入力します。
ここでは西宮市長の
「石井登志郎」と入力
します。すると下部に
候補が表示されますの
で、該当するものを
タップします。

②検索結果一覧に目当ての
アカウントを見つけたら、
「フォローする」をタップ
します。

ツイートからフォローする
場合は、ツイート右上の三
点ボタンをタップして、
「@（ユーザー名）さんを
フォロー」をタップしま
す。

※一度に多くの
「フォロー」をしないよう
にしましょう。1日に30件
くらいまでにします。

③右上に「フォロー
中」と表示されます。

▼フォローを解除する（外す）方法
①左上のプロフィル画像を
タップ、フォローをタップ。

②「フォロー中」の一
覧画面が表示されま
す。
フォローを解除したい
アカウントの「フォ
ロー中」ボタンをタッ
プすると「フォローす
る」に変わります。こ
れでフォローを解除と
なります。
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6.文章をツィート(投稿)してみる

①ホーム画面の下部右
の＋をタップします。

②ツィート選択画面の
「ツィート」をタップし
ます。

③「いまどうしてる?」
をタップして文章を入力
します。

※画面左下の「全員が返信でき
ます」から、ツィートに対して
返信できる相手を限定している
ことが確認できます。タップし
て返信相手を変更することもで
きます。

④画面右上「ツィート
する」をタップしま
す。

7.写真や動画をツィート(投稿)してみる

①ホーム画面を表示し
＋をタップします。

②ツィート選択画面の
「画像」を選択します。
動画も同じく「画像」を
タップします。

③「許可」をタップしま
す。

③写真を選択し、画面
右上の「完了」をタッ
プします。

④コメントを入れて、
右上の「ツィートす
る」をタップします。
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コメントを
入力します

♥ツィート事例
高齢ながら恐る恐る
Twitterを始めました。
これからどんな情報が入
るか楽しみです。



⑤画像の上をタップす
れば画像を編集するこ
ともできます。

⑥ホーム画面を「タイ
ムライン」から「最新
ツィート」に切り替え
て、ツィートを確認し
ます。

✊ツィートには、画像(写真)を4枚まで付けるこ
とができます。画像はスマホに保存しているも
のから選ぶのが基本ですが、その場で撮影した
ものを使うことも可能です。

保存してある動画を選択することもできます
が、2分20秒を超える動画は2分20秒以内に収ま
るように編集(トリミング)することが求められま
す。

動画の場合の制限

動画の長さ・時間 撮影済み 2分20秒
撮影しながら 1分以内

ファイル形式 MP4  MOV

ファイルサイズ 512MBまで

解像度 1920×1200(1200×1920)

8.ツィート(投稿)を削除する

①自分のプロフィールア
イコンをタップするか画
面左端を右へスワイプし
てサイドメニューを開き
ます。

②再度、自分のプ
ロフィールアイコ
ンをタップしま
す。

③そうすると、自分の投稿の一覧が表示されま
す。削除したい投稿欄の右側に縦3点マークがあり
ますのでそれをタップします。
次にポップアップの画面から「ツィートを削除」
をタップすれば削除されます。

縦3点マーク
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一度投稿したツイートの内容は
変更することが出来ません。
一度削除して、あらためて新規で
ツイートしましょう。

画像を
タップ

ここをを
タップ



9.プロフィールは自由に変更できます。

Twitterでは、プロフィール情報として①プロフィール画像 ②ヘッダー画像(カバー写真) 
③名前 ④自己紹介 ⑤場所 ⑥生年月日を設定することができます。変更は自由です。 

①ホーム画面から左上
のマイアカウントアイ
コンを開き「プロ
フィール」をタップし
ます。

②右上の「プロフィール
の編集」をタップしま
す。

③プロフィール画像(〇
の部分)をタップ、次に
「フォルダから画像を選
択」をタップします。

④スマホの「ギャラ
リー」をタップしてア
イコンにしたい画像を
選択します。人物以外
でもOKです。

⑤ドラッグや拡大・縮
小したりして画像を調
整し、右上の「使う」
をタップします。自動
的に丸型に切り取られ
ます。

⑥ヘッダー画像(カバー
写真)は、ヘッダー部分
をタップし「フォルダか
ら画像を選択」をタッ
プ。プロフィール画像と
同様の手順でヘッダー画
像を設定します。

ヘッダー画像の大きさは
1500×500(Px)を推奨し
ます。

ヘッダー画像

プロフィール画像

▼その他の設定

それぞれの項目をタッ
プすれば設定・変更が
できます。記入は自由
です。未記入でも問題
はありません。
・名前
・自己紹介
・位置情報
・生年月日
※電話番号・メールア
ドレスなどの個人情報
はプロフィール画面に
表示されません。
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※ユーザー名は変更できます。
ホーム画面から左上のマイアカウントアイコンを
開き⇒設定とプライバシー⇒アカウント⇒アカウ
ント情報⇒ユーザー名をタップして変更すること
ができます。



9.Twitterで使う用語

フォロー ツィート(投稿)を読んでみたいアカウントをフォローするのが、Twitterの基本
です。フォローしたアカウントのツィートは、ホーム画面を開くと表示される
タイムラインで見ることができます。フォローしている人のことを「フォロ
ワー」といいます。

ツィート 自分で文字や画像、動画などを投稿することを「ツィートする」と呼びます。
タイムライン右下にある丸い水色のボタンをタップすれば、ツィートの入力画
面が開きます。

リツィート(拡散) ツィートを自分のツィートとして表示させたい場合、ツィートの下にあるリ
ツィートボタンをタップすることで、自分のツィートの一番上に表示させるこ
とができます。他人のツィートだけでなく、自分のツィートをリツィートする
こともできます。

リプライ それぞれのユーザーのツィートへの返信を「リプライ」と呼びます。ツィート
の下にある枠(吹き出し)をタップするとリプライが入力できるようになりま
す。リプライすると、相手のユーザーにメッセージを送ることができます。

いいね 「いいね」は、その名の通りツィートに対していいねと思ったら気持ちを表現
するものです。ツィートの下にある♡ボタンをタップすることでいいねを、も
う一度タップすると解除できます。

ダイレクトメッセージ タイムライン上でやり取りするのでなく、特定のユーザー同士だけに表示でき
る形でメッセージを送受信できるのがダイレクトメッセージです。ダイレクト
メッセージの送受信を許可しているユーザーの場合、プロフィール画像の右側
にDMボタンが表示され、これをタップすることでDM入力画面を表示すること
ができます。

10.Twitterでのトラブルを防ぐ設定(セキュリティと安全)

▼見つけやすさの設定
登録しているメールや電話番号を元に、他のユーザーがTwitter上であなたを検索できるかどうか詳細設定
が可能です。この設定を有効にすることで、知り合いがTwitterであなたを見つけられやすくなる一方で見
知らぬ人でもあなたを見つけることが出来るようになるためプライバシーを重視する人は、この機能は無
効化にしておくことをお勧めします。
　　マイアイコン⇒設定とプライバシー⇒プライバシーと安全→見つけやすさと連絡先
　　・見つけやすさ: 2ヶ所をOFFにする
　　・連絡先: 青色の「すべての連絡先を削除」をタップします。
▼位置情報は必要なときだけONにする
デフォルテはOFFになっています。必要に応じてONにした場合、終わったらOFFにしておきましょう。
下の位置情報のマークが青色の時はONです。
▼ダイレクトメール(DM)できる人を制限する。
　　マイアイコン→設定とプライバシー⇒プライバシーと安全⇒ダイレクトメッセージ⇒「すべてのアカ
　　ウントからメッセージリクエストを許可する」をOFFにします。
▼外部アプリとの連携を見直す
　　マイアイコン⇒設定とプライバシー⇒セキュリティーとアカウントアクセス⇒アプリとセッション⇒
　　アプリが表示されるので身に覚えのないアプリわタップ→アプリの取り消しをタップ
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