
	 「きょうのできた！」を確認する
一定時間、学習を行うと「きょうのできた！」が表示できるようになります。1日の学習
内容を振り返れますので、お子さまと保護者の方とで、一緒に確認してください。

　▌タブレットの設定を変更するには
設定画面から、画面の明るさや Wi-Fi 接続の設定を変更できます。
お使いの環境に合わせて設定してください。

　▌みまもるネットの使い方
学習時間など、その他の設定については「みまもるネット」から設定します。

次のどちらかの方法でみまもるネットにアクセスします。
● Webブラウザーに、みまもるネットの URL（https://smile-zemi.jp/z/m/y3/）を入力
● 右の QR コードをスマートフォンなどで読み取ってアクセス

1

みまもるネットには、スマイルゼミをお申
し込みいただいた Just アカウント（メー
ルアドレス）でログインします。

ログインして表示される画面から、設定
の確認や変更が行えます。使い方につい
てはヘルプをご覧ください。

2 3
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表紙

保護者の方は必ずお読みください

●お問い合わせ先	 こんなときは、スマイルゼミの Web サイトをご覧ください。

会費・コースを確認したい 契約内容を変更したい タブレットが故障した 操作がわからない

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp

スタートガイド

● お子さまが毎日の学習を始めたら…

● はじめて使うとき

→ 2　お子さまを登録する

→ 3　学習する

→ 4　「きょうのできた！」を確認する

→ 　  みまもるネットの使い方学習履歴を見る

お子さまの登録

お使いになる前に、インターネット接続の設定やお子さまの登録などの初期設定が必要です。
本書をお読みになり、保護者の方が初期設定を行ってください。

インターネット接続の設定 → 1　インターネット接続の設定をする

学習する

		「きょうのできた！」を確認する
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〒163-6017  東京都新宿区西新宿 6-8-1  住友不動産新宿オークタワー

0120-965-727
電話でのお問い合わせ先　スマイルゼミ   サポートセンター

一部の IP 電話（通話料お客様負担） 03-5324-7612
受付時間　10:00 〜 20:00

サービス利用規約
https://smile-zemi.jp/z/m/y2/

スマイルゼミのご利用の流れ

	 学習する
スマイルゼミではお子さまの学習状況に合わせ、配信中の教材の中からおすすめの内容
をきょうのミッションとして提示します。こちらから学習を進めてください。

じぶんでえらぶからは、配信されている教材の
中から学習する教材を選べます。

ミッションで、「きょうのできた」に誘導され
ます。
＊学習時間の目安は、設定で変更できます。

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く
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⑤	
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パッケージ内容の確認

＊ 1  タブレット・デジタイザーペン・AC アダプターがケースに入っています。

本製品のパッケージには、以下のものが入っています。すべてそろっているかご確認ください。
そろっていない場合は、本紙に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
※製品によっては含まれないものがあります。

□ ごあいさつ　　　　　　　　　□ スタートガイド（本書）　　　□ FCC 認証・CE マーキング適合情報
□ 安全上のご注意・保証書 □ タブレット一式＊ 1　 □ タブレット用カバー

※ お子さまがデジタイザーペンを噛んだり、口にくわえたり、水に濡らしたりしないよう注意してください。
※タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

　▌みまもるトークの使い方
スマートフォンをお使いの方は、みまもるトークアプリを使って「きょうのできた！」など
を確認できます。
※小学生コースへ移行されると、お子さまとのメッセージをやりとりできます。

以下の QR コードを撮影して、アプリをインストールします。

AndroidiPhone
＊ QR コードリーダーをお持ちでない方はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/y4/

アプリを起動して、スマイルゼミをお申し込みいただいた Just アカウント
（メールアドレス）でログインします。

＊ Justアカウントは入会手続き完了メールに記載されています。
＊ パスワードは Just アカウントのパスワードまたはスマイルゼ

ミの入会申込時に登録したパスワードを入力します。
＊ パスワードを忘れたときは［パスワードを忘れた方はこちら］

をクリックし、画面の指示に従って操作します。
＊ iPhone/Android それぞれの詳しい手順はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/y5/

みまもるトーク画面が表示されます。
＊ スマートフォンをご利用でない方は、パソコン用の［みまもるトーク］をご利用ください。
 詳しくはこの上記の「みまもるネットの使い方」をご覧ください。

掲載している画面の構成やデザインは変更することがあります。記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊
社の商標です。

1

2

3

ひらがな・ことば・かず・かたち・ちえ・
しぜん・せいかつ・えいごなど、さまざま
な教材を毎月配信します。
各教材はお子さまが一人で進められるよう
になっています。

シールやスタンプ、コメントを残せます。
お子さまのがんばりを、しっかりほめてあ
げてください。

最後に「きょうのできた！」を記録として
残すと、1 日の学習は終了となります。

● 学習したい教材を自由に選ぶ

● その日の学習が一定の時間に達したとき
設定できる項目
●学習時間
学習時間の確認と設定を行います。
＊設定は、みまもるネットから行います（右ページ参照）。
●明るさ
画面の明るさを調整します。
● Wi-Fi
アクセスポイントを変更するときなどに、接続先の設定を
変更します。
●おでかけモード
ネットワーク環境のない外出先で使えるようにするときに
オンにします。普段は必ずオフにして使ってください。
●アップデート
アップデートを確認します。
●端末情報
バージョン情報を確認したり、データのバックアップを
取ったりします。

［はじめる］
をタップ

きょうのミッション左上
［じぶんでえらぶ］をタップ

→	4　「きょうのできた！」を確認する　へ進む

編集が終わったら
［完成！］をタップ

［記録する］をタップ

編集機能は画面の
左側から選べます。

［せってい］をタップ
設定画面が開きます。画面を閉じるときも、［せってい］
をタップします。
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確認メッセージが表示されたら、このタブ
レットを使うお子さまの設定にまちがいない
ことを確認して、［はい］をタップします。

ソフトウェアのアップデートにはしばらく時
間がかかります。次の画面が表示されるまで
そのままでお待ちください。
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中面
山 折谷 折 谷 折

Wi-Fi の接続方法を選びます。2

スマイルゼミをお申し込みいただいたJustアカウント （メールアドレス） でログインします。
＊ Just アカウントは入会手続き完了メールに記載されています。

＊ パスワードには Just アカウントのパスワード、または、スマイルゼミの入会申込時に登録したパスワー　
ドを入力します。

＊   パスワードを忘れたときは、みまもるネットのログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリッ
クします。→ みまもるネットの使い方

4

2

❷ 画面のキーボードでメールア
ドレスを入力します。

❸［パスワード］欄をタップし、
パスワードを入力します。

パスワードは大文字と小文字が区
別されます。大文字と小文字の入
力を切り替えるには、キーボードの

 をタップします。

❹  をタップします。

	 インターネット接続の設定をする

まずはじめに、タブレットをインターネットに接続する設定をします。

 ＊  Wi-Fi（wireless fidelity　ワイファイ）：無線 LAN の標準規格を示すブランド名。Wi-Fi 対応機器と
アクセスポイントをつなぐ設定により、インターネットに接続できる。

スマイルゼミのしくみ

AOSSTM に対応したアクセスポイントに
接続する場合

無線 LAN ルーターが AOSS 対応である（  マー
クがある）場合、簡単に設定できます。

❶  をタップします。
❷	 画面の指示に従って、無線 LAN ルーター（無線親機）

の AOSS ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。

 設定には時間がかかる場合があります。設定完了の画

面が表示されるまでお待ちください。

❸  設定完了の画面が表示されたら［完了］をタップします。

 アクセスポイントに接続されインターネットに接続され

ます。接続が成功すると続けてログイン画面が表示さ

れます。
＊ AOSS2 には対応していません。

❷ ［ネットワークの設定］の画面で、［パスワード］を入力して［接続］をタップします。

周辺のアクセスポイントから
選ぶ場合

タップして 3 へ

タブレットに電源を入れます。1

❶  ［メールアドレス］
欄をタップ

❶ このタブレットを使う
　 お子さまの名前をタップ

インターネット

無線LANルーター

教材ダウンロード

学習報告・コメントをお預かり

パソコン

スマートフォン

Wi-Fiネットワーク

タブレット
スマイルゼミ  サーバー

ご家庭

	 お子さまを登録する

インターネット接続を確認したら、このタブレットを使うお子さまを登録します。

1 台のタブレットに登録できるお子さまは１人だけです。複数のお子さまを登録して
切り替えて使うことはできません。スマイルゼミでは、教材の配信や学習結果の連絡などをインターネットで行い

ます。無線 LAN ルーターが設置され、Wi-Fi* ネットワークでインターネット
接続ができる場所でタブレットをご使用ください。

22

お子さまを登録します。1

ソフトウェアのアップデートが開始されます。2

❷ ［次へ］をタップ

学習を始めます。3

→	2　お子さまを登録する　へ進む

スマイルゼミのホーム画面が表示されます。
これで、スマイルゼミで学習を始める準備が
できました。お子さまといっしょに学習を始
めてください。

❶	電源ケーブルを差し込みます。

タブレットが起動して、設定案内の画面が表示されます。

2  タップ（指先でタッチ）して進む

1 ［セキュリティ］で、お使いの無線 LAN ルー
ターに合わせてセキュリティを選びます。

2 ［パスワード］＊ 3 を入力します。
*3　 お使いの無線 LAN ルーターによって「パスワード」

は「セキュリティキー」「暗号キー」「KEY」などと
呼ばれることもあります。

アクセスポイントを手動で追加した場合

パスワードは大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字
の入力を切り替えるには、キーボードの  をタップします。

 ＊  および、AOSSTM は株式会社バッファロー
の 商標です。

1   をタップします。

2 それでも表示されない場合は、  をタップ

して、手動でアクセスポイント（SSID）を追加し

ます。
＊ SSID は最大 32 文字までの英数半角文字で大文字と

小文字が区別されます。大文字と小文字の入力を切り
替えるにはキーボードの  をタップします。

❶ 接続するアクセスポイントをタップ
接続するアクセスポイントが一覧に表示されない場合

MAC アドレスなどの詳細情報と、詳細なアクセ
スポイントの設定を行う場合にタップします。

選択したアクセスポイントに接続され、インターネットに接続されます。

❷		電源ボタンを「JUSTSYSTEMS」のロゴが
画面に表示されるまで長押しします。

大文字・小文字の切り替え 前文字を削除

❶ ［開始する］をタップ

ネットワークの選択画面で接続するアクセスポイントを指定します。3
接続するアクセスポイントの名前（SSID：識別
ID） ＊ 1 とパスワード＊ 2 が必要です。
無線 LAN ルーターであらかじめご確認ください。

 *1　 多くの場合、SSID は無線 LAN ルーター本体の底面や側面などに
記載があります。記載がなかったり、初期設定の SSID を変更し
たりしている場合の確認方法は、お使いの無線 LAN ルーターの取
扱説明書などをご覧ください。

*2　 お使いの無線 LAN ルーターによって「パスワード」は「セキュリ
ティキー」「暗号キー」「KEY」などと呼ばれることもあります。

無線 LAN ルーター

どちらかの SSID

SSID ：XXXXXXXXXXXXXXX_G
SSID  ：XXXXXXXXXXXXXXX_A
KEY ：XXXXXXXXXXXXX
PIN ：XXXXXXXXX

（例）

電源ボタン
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確認メッセージが表示されたら、このタブ
レットを使うお子さまの設定にまちがいない
ことを確認して、［はい］をタップします。

ソフトウェアのアップデートにはしばらく時
間がかかります。次の画面が表示されるまで
そのままでお待ちください。

11

中面
山 折谷 折 谷 折

Wi-Fi の接続方法を選びます。2

スマイルゼミをお申し込みいただいたJustアカウント （メールアドレス） でログインします。
＊ Just アカウントは入会手続き完了メールに記載されています。

＊ パスワードには Just アカウントのパスワード、または、スマイルゼミの入会申込時に登録したパスワー　
ドを入力します。

＊   パスワードを忘れたときは、みまもるネットのログイン画面で「パスワードを忘れた方はこちら」をクリッ
クします。→ みまもるネットの使い方

4

2

❷ 画面のキーボードでメールア
ドレスを入力します。

❸［パスワード］欄をタップし、
パスワードを入力します。

パスワードは大文字と小文字が区
別されます。大文字と小文字の入
力を切り替えるには、キーボードの

 をタップします。

❹  をタップします。

	 インターネット接続の設定をする

まずはじめに、タブレットをインターネットに接続する設定をします。

 ＊  Wi-Fi（wireless fidelity　ワイファイ）：無線 LAN の標準規格を示すブランド名。Wi-Fi 対応機器と
アクセスポイントをつなぐ設定により、インターネットに接続できる。

スマイルゼミのしくみ

AOSSTM に対応したアクセスポイントに
接続する場合

無線 LAN ルーターが AOSS 対応である（  マー
クがある）場合、簡単に設定できます。

❶  をタップします。
❷	 画面の指示に従って、無線 LAN ルーター（無線親機）

の AOSS ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。

 設定には時間がかかる場合があります。設定完了の画

面が表示されるまでお待ちください。

❸  設定完了の画面が表示されたら［完了］をタップします。

 アクセスポイントに接続されインターネットに接続され

ます。接続が成功すると続けてログイン画面が表示さ

れます。
＊ AOSS2 には対応していません。

❷ ［ネットワークの設定］の画面で、［パスワード］を入力して［接続］をタップします。

周辺のアクセスポイントから
選ぶ場合

タップして 3 へ

タブレットに電源を入れます。1

❶  ［メールアドレス］
欄をタップ

❶ このタブレットを使う
　 お子さまの名前をタップ

インターネット

無線LANルーター

教材ダウンロード

学習報告・コメントをお預かり

パソコン

スマートフォン

Wi-Fiネットワーク

タブレット
スマイルゼミ  サーバー

ご家庭

	 お子さまを登録する

インターネット接続を確認したら、このタブレットを使うお子さまを登録します。

1 台のタブレットに登録できるお子さまは１人だけです。複数のお子さまを登録して
切り替えて使うことはできません。スマイルゼミでは、教材の配信や学習結果の連絡などをインターネットで行い

ます。無線 LAN ルーターが設置され、Wi-Fi* ネットワークでインターネット
接続ができる場所でタブレットをご使用ください。
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お子さまを登録します。1

ソフトウェアのアップデートが開始されます。2

❷ ［次へ］をタップ

学習を始めます。3

→	2　お子さまを登録する　へ進む

スマイルゼミのホーム画面が表示されます。
これで、スマイルゼミで学習を始める準備が
できました。お子さまといっしょに学習を始
めてください。

❶	電源ケーブルを差し込みます。

タブレットが起動して、設定案内の画面が表示されます。

2  タップ（指先でタッチ）して進む

1 ［セキュリティ］で、お使いの無線 LAN ルー
ターに合わせてセキュリティを選びます。

2 ［パスワード］＊ 3 を入力します。
*3　 お使いの無線 LAN ルーターによって「パスワード」

は「セキュリティキー」「暗号キー」「KEY」などと
呼ばれることもあります。

アクセスポイントを手動で追加した場合

パスワードは大文字と小文字が区別されます。大文字と小文字
の入力を切り替えるには、キーボードの  をタップします。

 ＊  および、AOSSTM は株式会社バッファロー
の 商標です。

1   をタップします。

2 それでも表示されない場合は、  をタップ

して、手動でアクセスポイント（SSID）を追加し

ます。
＊ SSID は最大 32 文字までの英数半角文字で大文字と

小文字が区別されます。大文字と小文字の入力を切り
替えるにはキーボードの  をタップします。

❶ 接続するアクセスポイントをタップ
接続するアクセスポイントが一覧に表示されない場合

MAC アドレスなどの詳細情報と、詳細なアクセ
スポイントの設定を行う場合にタップします。

選択したアクセスポイントに接続され、インターネットに接続されます。

❷		電源ボタンを「JUSTSYSTEMS」のロゴが
画面に表示されるまで長押しします。

大文字・小文字の切り替え 前文字を削除

❶ ［開始する］をタップ

ネットワークの選択画面で接続するアクセスポイントを指定します。3
接続するアクセスポイントの名前（SSID：識別
ID） ＊ 1 とパスワード＊ 2 が必要です。
無線 LAN ルーターであらかじめご確認ください。

 *1　 多くの場合、SSID は無線 LAN ルーター本体の底面や側面などに
記載があります。記載がなかったり、初期設定の SSID を変更し
たりしている場合の確認方法は、お使いの無線 LAN ルーターの取
扱説明書などをご覧ください。

*2　 お使いの無線 LAN ルーターによって「パスワード」は「セキュリ
ティキー」「暗号キー」「KEY」などと呼ばれることもあります。

無線 LAN ルーター

どちらかの SSID

SSID ：XXXXXXXXXXXXXXX_G
SSID  ：XXXXXXXXXXXXXXX_A
KEY ：XXXXXXXXXXXXX
PIN ：XXXXXXXXX

（例）

電源ボタン
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	 「きょうのできた！」を確認する
一定時間、学習を行うと「きょうのできた！」が表示できるようになります。1日の学習
内容を振り返れますので、お子さまと保護者の方とで、一緒に確認してください。

　▌タブレットの設定を変更するには
設定画面から、画面の明るさや Wi-Fi 接続の設定を変更できます。
お使いの環境に合わせて設定してください。

　▌みまもるネットの使い方
学習時間など、その他の設定については「みまもるネット」から設定します。

次のどちらかの方法でみまもるネットにアクセスします。
● Webブラウザーに、みまもるネットの URL（https://smile-zemi.jp/z/m/y3/）を入力
● 右の QR コードをスマートフォンなどで読み取ってアクセス

1

みまもるネットには、スマイルゼミをお申
し込みいただいた Just アカウント（メー
ルアドレス）でログインします。

ログインして表示される画面から、設定
の確認や変更が行えます。使い方につい
てはヘルプをご覧ください。

2 3

33

表面
山 折谷 折  山折

表紙

保護者の方は必ずお読みください

●お問い合わせ先	 こんなときは、スマイルゼミの Web サイトをご覧ください。

会費・コースを確認したい 契約内容を変更したい タブレットが故障した 操作がわからない

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp

スタートガイド

● お子さまが毎日の学習を始めたら…

● はじめて使うとき

→ 2　お子さまを登録する

→ 3　学習する

→ 4　「きょうのできた！」を確認する

→ 　  みまもるネットの使い方学習履歴を見る

お子さまの登録

お使いになる前に、インターネット接続の設定やお子さまの登録などの初期設定が必要です。
本書をお読みになり、保護者の方が初期設定を行ってください。

インターネット接続の設定 → 1　インターネット接続の設定をする

学習する

		「きょうのできた！」を確認する

44

〒163-6017  東京都新宿区西新宿 6-8-1  住友不動産新宿オークタワー

0120-965-727
電話でのお問い合わせ先　スマイルゼミ   サポートセンター

一部の IP 電話（通話料お客様負担） 03-5324-7612
受付時間　10:00 〜 20:00

サービス利用規約
https://smile-zemi.jp/z/m/y2/

スマイルゼミのご利用の流れ

	 学習する
スマイルゼミではお子さまの学習状況に合わせ、配信中の教材の中からおすすめの内容
をきょうのミッションとして提示します。こちらから学習を進めてください。

じぶんでえらぶからは、配信されている教材の
中から学習する教材を選べます。

ミッションで、「きょうのできた」に誘導され
ます。
＊学習時間の目安は、設定で変更できます。

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く

①	

③	

②	

④	

⑤	

©2019 株式会社ジャストシステム 11M04394

パッケージ内容の確認

＊ 1  タブレット・デジタイザーペン・AC アダプターがケースに入っています。

本製品のパッケージには、以下のものが入っています。すべてそろっているかご確認ください。
そろっていない場合は、本紙に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
※製品によっては含まれないものがあります。

□ ごあいさつ　　　　　　　　　□ スタートガイド（本書）　　　□ FCC 認証・CE マーキング適合情報
□ 安全上のご注意・保証書 □ タブレット一式＊ 1　 □ タブレット用カバー

※ お子さまがデジタイザーペンを噛んだり、口にくわえたり、水に濡らしたりしないよう注意してください。
※タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

　▌みまもるトークの使い方
スマートフォンをお使いの方は、みまもるトークアプリを使って「きょうのできた！」など
を確認できます。
※小学生コースへ移行されると、お子さまとのメッセージをやりとりできます。

以下の QR コードを撮影して、アプリをインストールします。

AndroidiPhone
＊ QR コードリーダーをお持ちでない方はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/y4/

アプリを起動して、スマイルゼミをお申し込みいただいた Just アカウント
（メールアドレス）でログインします。

＊ Justアカウントは入会手続き完了メールに記載されています。
＊ パスワードは Just アカウントのパスワードまたはスマイルゼ

ミの入会申込時に登録したパスワードを入力します。
＊ パスワードを忘れたときは［パスワードを忘れた方はこちら］

をクリックし、画面の指示に従って操作します。
＊ iPhone/Android それぞれの詳しい手順はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/y5/

みまもるトーク画面が表示されます。
＊ スマートフォンをご利用でない方は、パソコン用の［みまもるトーク］をご利用ください。
 詳しくはこの上記の「みまもるネットの使い方」をご覧ください。

掲載している画面の構成やデザインは変更することがあります。記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊
社の商標です。

1

2

3

ひらがな・ことば・かず・かたち・ちえ・
しぜん・せいかつ・えいごなど、さまざま
な教材を毎月配信します。
各教材はお子さまが一人で進められるよう
になっています。

シールやスタンプ、コメントを残せます。
お子さまのがんばりを、しっかりほめてあ
げてください。

最後に「きょうのできた！」を記録として
残すと、1 日の学習は終了となります。

● 学習したい教材を自由に選ぶ

● その日の学習が一定の時間に達したとき
設定できる項目
●学習時間
学習時間の確認と設定を行います。
＊設定は、みまもるネットから行います（右ページ参照）。
●明るさ
画面の明るさを調整します。
● Wi-Fi
アクセスポイントを変更するときなどに、接続先の設定を
変更します。
●おでかけモード
ネットワーク環境のない外出先で使えるようにするときに
オンにします。普段は必ずオフにして使ってください。
●アップデート
アップデートを確認します。
●端末情報
バージョン情報を確認したり、データのバックアップを
取ったりします。

［はじめる］
をタップ

きょうのミッション左上
［じぶんでえらぶ］をタップ

→	4　「きょうのできた！」を確認する　へ進む

編集が終わったら
［完成！］をタップ

［記録する］をタップ

編集機能は画面の
左側から選べます。

［せってい］をタップ
設定画面が開きます。画面を閉じるときも、［せってい］
をタップします。
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	 「きょうのできた！」を確認する
一定時間、学習を行うと「きょうのできた！」が表示できるようになります。1日の学習
内容を振り返れますので、お子さまと保護者の方とで、一緒に確認してください。

　▌タブレットの設定を変更するには
設定画面から、画面の明るさや Wi-Fi 接続の設定を変更できます。
お使いの環境に合わせて設定してください。

　▌みまもるネットの使い方
学習時間など、その他の設定については「みまもるネット」から設定します。

次のどちらかの方法でみまもるネットにアクセスします。
● Webブラウザーに、みまもるネットの URL（https://smile-zemi.jp/z/m/y3/）を入力
● 右の QR コードをスマートフォンなどで読み取ってアクセス

1

みまもるネットには、スマイルゼミをお申
し込みいただいた Just アカウント（メー
ルアドレス）でログインします。

ログインして表示される画面から、設定
の確認や変更が行えます。使い方につい
てはヘルプをご覧ください。
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表面
山 折谷 折  山折

表紙

保護者の方は必ずお読みください

●お問い合わせ先	 こんなときは、スマイルゼミの Web サイトをご覧ください。

会費・コースを確認したい 契約内容を変更したい タブレットが故障した 操作がわからない

スマイルゼミの Web サイト

smile-zemi.jp

スタートガイド

● お子さまが毎日の学習を始めたら…

● はじめて使うとき

→ 2　お子さまを登録する

→ 3　学習する

→ 4　「きょうのできた！」を確認する

→ 　  みまもるネットの使い方学習履歴を見る

お子さまの登録

お使いになる前に、インターネット接続の設定やお子さまの登録などの初期設定が必要です。
本書をお読みになり、保護者の方が初期設定を行ってください。

インターネット接続の設定 → 1　インターネット接続の設定をする

学習する

		「きょうのできた！」を確認する

44

〒163-6017  東京都新宿区西新宿 6-8-1  住友不動産新宿オークタワー

0120-965-727
電話でのお問い合わせ先　スマイルゼミ   サポートセンター

一部の IP 電話（通話料お客様負担） 03-5324-7612
受付時間　10:00 〜 20:00

サービス利用規約
https://smile-zemi.jp/z/m/y2/

スマイルゼミのご利用の流れ

	 学習する
スマイルゼミではお子さまの学習状況に合わせ、配信中の教材の中からおすすめの内容
をきょうのミッションとして提示します。こちらから学習を進めてください。

じぶんでえらぶからは、配信されている教材の
中から学習する教材を選べます。

ミッションで、「きょうのできた」に誘導され
ます。
＊学習時間の目安は、設定で変更できます。

※ 弊社特別休業日（12 月 31 日、1 月 1 日）を除く

①	

③	

②	

④	

⑤	

©2019 株式会社ジャストシステム 11M04394

パッケージ内容の確認

＊ 1  タブレット・デジタイザーペン・AC アダプターがケースに入っています。

本製品のパッケージには、以下のものが入っています。すべてそろっているかご確認ください。
そろっていない場合は、本紙に記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
※製品によっては含まれないものがあります。

□ ごあいさつ　　　　　　　　　□ スタートガイド（本書）　　　□ FCC 認証・CE マーキング適合情報
□ 安全上のご注意・保証書 □ タブレット一式＊ 1　 □ タブレット用カバー

※ お子さまがデジタイザーペンを噛んだり、口にくわえたり、水に濡らしたりしないよう注意してください。
※タブレットの故障などに備えて定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。

　▌みまもるトークの使い方
スマートフォンをお使いの方は、みまもるトークアプリを使って「きょうのできた！」など
を確認できます。
※小学生コースへ移行されると、お子さまとのメッセージをやりとりできます。

以下の QR コードを撮影して、アプリをインストールします。

AndroidiPhone
＊ QR コードリーダーをお持ちでない方はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/y4/

アプリを起動して、スマイルゼミをお申し込みいただいた Just アカウント
（メールアドレス）でログインします。

＊ Justアカウントは入会手続き完了メールに記載されています。
＊ パスワードは Just アカウントのパスワードまたはスマイルゼ

ミの入会申込時に登録したパスワードを入力します。
＊ パスワードを忘れたときは［パスワードを忘れた方はこちら］

をクリックし、画面の指示に従って操作します。
＊ iPhone/Android それぞれの詳しい手順はこちら
https://smile-zemi.jp/z/m/y5/

みまもるトーク画面が表示されます。
＊ スマートフォンをご利用でない方は、パソコン用の［みまもるトーク］をご利用ください。
 詳しくはこの上記の「みまもるネットの使い方」をご覧ください。

掲載している画面の構成やデザインは変更することがあります。記載された会社名、製品名等は、各社の登録商標もしくは商標、または弊
社の商標です。

1

2

3

ひらがな・ことば・かず・かたち・ちえ・
しぜん・せいかつ・えいごなど、さまざま
な教材を毎月配信します。
各教材はお子さまが一人で進められるよう
になっています。

シールやスタンプ、コメントを残せます。
お子さまのがんばりを、しっかりほめてあ
げてください。

最後に「きょうのできた！」を記録として
残すと、1 日の学習は終了となります。

● 学習したい教材を自由に選ぶ

● その日の学習が一定の時間に達したとき
設定できる項目
●学習時間
学習時間の確認と設定を行います。
＊設定は、みまもるネットから行います（右ページ参照）。
●明るさ
画面の明るさを調整します。
● Wi-Fi
アクセスポイントを変更するときなどに、接続先の設定を
変更します。
●おでかけモード
ネットワーク環境のない外出先で使えるようにするときに
オンにします。普段は必ずオフにして使ってください。
●アップデート
アップデートを確認します。
●端末情報
バージョン情報を確認したり、データのバックアップを
取ったりします。

［はじめる］
をタップ

きょうのミッション左上
［じぶんでえらぶ］をタップ

→	4　「きょうのできた！」を確認する　へ進む

編集が終わったら
［完成！］をタップ

［記録する］をタップ

編集機能は画面の
左側から選べます。

［せってい］をタップ
設定画面が開きます。画面を閉じるときも、［せってい］
をタップします。
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