学生生活における諸注意
LINEを安全に使うために
◆LINEとは？
全世界で登録ユーザー数が１億5000万人を突破した無料通話＆メッセージアプリ。スマートフォン同士なら、いつでもどこでも無料で通
話やメッセージのやりとりができたり、かわいいスタンプの交換ができることから、日本国内でも爆発的な人気となっています。しかし、ユー
ザーが増えたことによってLINEでのトラブルも急増中しています。そこで、今回はLINEによるトラブルと、それを防ぐための設定方法に
ついて紹介します。
◆LINEでのトラブル
■IDを教えた覚えのない相手から、何度もメッセージが届く
■LINEで知り合った相手に脅迫・乱暴された
■LINEで自分になりすましているユーザーがいる

LINE を安全に使うための設定方法

「友だち自動追加」は“オフ” または“外す” 「友だちへの追加を許可」は“オフ”または“外す” 「ID の検索を許可」は“オフ”または“外す”
あなたの携帯の連絡先（ 電話帳 ）に登録してある
人を、あなたの友だちリストに自動で追加しない
ためには
iOS（ iPhone、iPad ）の場合
①［ 設定 ］＞［ 友だち管理] ②［ アドレス帳]
③［ 友だち自動追加]を“ オフ ”
Android携帯の場合
①［ 設定 ］＞［ 友だち管理 ］
 ②［ 友だち自動追加 ］を選択
③
［ 友だち自動追加 ］のチェックを外す

あなたの電話番号を携帯の連絡先（ 電話帳 ）に登
録しているユーザーの友だちリストに、あなたを
自動で追加させないためには
iOS（ iPhone、iPad ）の場合
①［ 設定 ］＞［ 友だち管理 ］ ②［ アドレス帳 ］
③［ 友だち自動追加 ］を選択 ④
［友だちへの追加を許可］
を“ オフ ”
Android携帯の場合
①［ 設定 ］＞［ 友だち管理 」
②
［ 友だちへの追加を許可 ］のチェックを外す

友だち登録は実際に会って行う
「 ふるふる 」
友だち追加したい相手と同時
に近くで端末を“ 振る ”ことで、
お互いを友だち追加できます。
①［ その他 ］＞［ 友だち追加 ］
②［ ふるふる ］を選択
③画面に従って、ふたりの端末
を同時に振る
④相 手の名前が表示されたら、
チェックをして［ 追加 ］を選択

他のユーザーからLINE IDで検索・友だち追加さ
れないようにするためには
iOS（ iPhone、iPad ）の場合
①［ 設定 ］＞［ プライバシー管理 ］
②［ IDの検索を許可 ］を“ オフ ”
Android携帯の場合
①［ 設定 ］＞［ プロフィール設定 ］
②［ IDの検索を許可 ］のチェックを外す
※現在au版のLINEでは年齢認証が必要となり、18歳未満のAndroid
ユーザーはID検索が利用でぎないようになっています。

ブロック機能を活用

「 QRコード 」
LINEアプリ内でQRコードリーダーを
起 動 し、 相 手 の 端 末 に 表 示 さ れ たQR
コードを読み取ることで友だち追加する
ことができます。
①［ その他 ］＞［ 友だち追加 ］
②［ QRコード ］を選択
③QRコ ー ド リ ー ダ ー が 起 動 し た ら、
相手の端末に表示されたQRコードを
読み取る
④［ 友だちを追加 ］
⑤［ 追加 ］を選択

トーク・通話をしたくないユーザーをブロックするためには
①［ 友だち ］
②［ 友だちリスト ］を表示
③［ 編集 ］を選択
④ブロックしたいユーザーを選択して
“ ブロック ”

※ブロックを解除したい場合には、
①［ 設定 ］＞［ プライバシー管理 ］
②［ ブロックリスト ］を表示
③ブ ロック解除したいユーザーを選択し、
“ ブロック解除 ”

LINE IDは携帯の電話番号や
メールアドレスと同じものと考え、
親しい相手だけに教えるようにしましょう！

☆携帯電話・インターネットのトラブルなどのご相談は…☆
広島県警察本部 少年対策課 少年サポートセンター ヤングテレホンコーナー☎082-228-3993 広島県警察本部
（代表）☎O82-228-0110

広島県警のメールマガジンを利用しよう！
登録者に「防犯情報」や「県警からのお知らせ」を各警察署からのメールでお届
けするシステムです。

広島県内28ある警察署
のうち、希望される警察
署のメールだけを受信で
きます。

登録を希望する方は、次のメールアドレスに空メールを送信すると、

折し本登録URLを記載したメールが届きます。
touroku@anzen.police.pref.hiroshima.jp
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学生生活における諸注意
本学は敷地内全面禁煙です！敷地外での喫煙も周囲にご配慮を！
本学は、大学敷地内全面禁煙です。これは、喫煙が学生の身体に及ぼす影響と健康増進法で
定められている受動喫煙の防止が目的です。学生からは、
「 受動喫煙に悩まされず学業に専念で
きる 」といった声がある一方、大学正門前や近隣の公園など灰皿のない喫煙にふさわしくない
場所での喫煙や吸殻のポイ捨てをする学生の姿が目立ち、地域住民の方からもクレームが寄せ
られています。
また、大学正門前や近隣の公園などは敷地外であっても公道や公的な場所であり、学外者も
通行・利用します。灰皿が設置されていない場所や喫煙にはふさわしくない場所での喫煙は他
の方への迷惑となりますので控えてください。ご理解とご協力をお願いします。なお、広島キャ
ンパス周辺は、喫煙制限区域となっており、喫煙は条例により禁止されています。

STOP！迷惑駐車・駐輪‼
本学東広島キャンパスに隣接するコンビニアエンスストアや、近隣のスーパー、飲食店の駐
車場において、本学学生と思われる迷惑駐車・駐輪が報告されています。
「 授業１コマだけな
ら駐車しても良いだろう 」
「 誰の車か分からないから良いだろう 」といった気軽な気持ちで駐
車されている方もいるようですが、そのような方が多いと他のお客さんが駐車するスペースが
なくなるため、店舗にとっては営業妨害にあたります。
また、店舗の駐車場は大学の敷地ではありません。店舗の利用を主目的としない駐車は、迷
惑駐車にあたり、悪質と見なされる場合は、強制撤去される可能性もあります。車両を運転さ
れる学生は、相手側の立場に立って自分が何をしているのかを十分に理解し、迷惑駐車・駐輪
は絶対にしないでください。

飲酒運転および未成年の飲酒は厳禁 !!

お酒を飲んだら運転しない。
あたりまえのルールを守ろう !!
昨今、新聞・マスコミ等でも取り上げられてい
るとおり、飲酒運転をする人が後を絶たず、悲惨
な交通事故が発生しており、今や全国的な問題と
なっています。「少ししか飲んでいないから大丈
夫」「そんなに酔っていないから大丈夫」「警察官
に見つからなければ良い」等と安易に考えてはい
けません。また、飲酒運転および未成年の飲酒や
飲酒の強要などは絶対にしないでください。
①未成年には飲ませない

③運転するなら飲まない

②飲んだら運転しない

④運転する人には飲ませない

学生のみなさんへ

ロッカー室での盗難や
置き引きに注意 !!
年間を通して、ロッカー室での盗難や置き引き事件が
多発しています。荷物を保管する際は、必ずカギをかけ、
財布やパソコンなどの貴重品はロッカーに入れないでく
ださい。
また、ロッカー室等で不審者を見かけた場合は、防災
センターや教職員に通報してください。

～ロッカーはこの３つを

守って使用しよう！～
①貴重品（ 財布やパソコンなど ）は保管しない！
②必ずカギをかける！
③ロッカー内は清潔に！
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交通事故多発！

毎年新学期は、交通事故が多発しています。ちょっとした不注意や油
断から事故は起こります。時間にゆとりを持って行動することも事故防
止につながります。
特に毎年、構内で原付バイクでの二人乗りやヘルメットをかぶらず運
転する姿が見受けられます。このような行為は、死につながる大変危険
な行為です。日頃から交通ルールを遵守し、安全運転を心がけましょう。
また、運転時に運転免許証を携帯していない人がいます。道路交通法
では、自動車等を運転する時は免許証を携
帯し、警察官から免許証の提示を求められ
たときは、提示しなければならないと義務
づけられています。少しの距離だからと
いって、事故が起こらないわけではありま
せん。
そして、
常に免許証は携帯しましょう。

違法ドラッグ・脱法ハーブ等は
「買わない」
「使わない」
「かかわらない」‼
平成25年３月１日より、新たに６物質（「 α-PVP 」
「 JWH-122 」）等が麻薬
指定されました。しかし、これらの物質は、指定薬物に指定後も「 合法ハーブ 」
「合
法アロマリキッド」
「合法パウダー」等と称して流通することが懸念されています。
麻薬に指定された物質は、製造・輸入・販売・所持・使用・譲り受け等につい
ても禁止され、違反すると罰則が科せられます。興味本位で違法薬物を使用せず、
断る勇気を持ちましょう！

あやしいヤクブツ連絡ネット

指定薬物・個人輸入薬品 知ってください。教えてください。

03-5542-1865
http://www.yakubutsu.com/

おかしい、あやしいと感じたら、迷わず相談を

で 検 索

