
①13:30～
14:30

【応用編】知って
おきたい家計の節約

【体験編】
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを触ってみよう

②15:00～
16:00

【入門編】らくｽﾏ
はじめてのｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

【基本編】Android
ｱﾌﾟﾘを楽しもう

①13:30～
14:30

【入門編】らくｽﾏ
文字入力をﾏｽﾀｰしよう

【入門編】Android
はじめてのｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

【入門編】Android
文字入力をﾏｽﾀｰしよう

【応用編】
ｷｬｯｼｭﾚｽを使おう

【入門編】Android
電話をしよう

②15:00～
16:00

【基本編】
かんたんなｵﾝﾗｲﾝ
手続きから学ぼう

　　【応用編】STEP1
LINEをはじめよう

【応用編】知っておきたい
ｼﾆｱの健康管理

【基本編】Android
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使おう

※小学生・保護者向け
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを

安心・安全に使うために

①13:30～
14:30

※ｼﾆｱ向け
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを

安心・安全に使うため

【入門編】らくｽﾏ
電話をしよう

　　【応用編】STEP2
LINEを楽しもう

【入門編】Android
ﾒｰﾙをしよう

【入門編】らくｽﾏ
はじめてのｽﾏｰﾄﾌｫﾝ

②15:00～
16:00

【体験編】らくｽﾏ
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを触ってみよう

　　　【応用編】
ﾈｯﾄ動画を楽しもう

【応用編】Wi-Fiと
ｵﾝﾗｲﾝｻｰﾋﾞｽを使おう

【応用編】知って
おきたい家計の節約

※中高生・保護者向け
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを

安心・安全に使うために

①13:30～
14:30

【基本編】Android
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄを使おう

【応用編】知っておきたい
ｼﾆｱの健康管理

【応用編】らくｽﾏ
ﾏｯﾌﾟを使いこなそう

【基本編】Android
ｱﾌﾟﾘを楽しもう

【応用編】
災害に備えよう

②15:00～
16:00

【入門編】Android
ｶﾒﾗを使おう

【入門編】らくｽﾏ
ｶﾒﾗを使おう

【応用編】
ｷｬｯｼｭﾚｽを使おう

【入門編】らくｽﾏ
ﾒｰﾙをしよう

※小学生・保護者向け
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを

安心・安全に使うために

①13:30～
14:30

※ｼﾆｱ向け
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを

安心・安全に使うため

【体験編】料金ｻｰﾋﾞｽ
について学ぼう

　　　【応用編】STEP1
LINEをはじめよう

②15:00～
16:00

　　【応用編】
ﾈｯﾄ動画を楽しもう

【応用編】
海外で便利に使おう

※中高生・保護者向け
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝを

安心・安全に使うために

16 17 18

29 30

27

休講日

休講日

21 休講日

31

2019

休講日22 23 24 25 26

15

28

13 148 9 休講日 休講日

休講日6 71 2 3 4 5

10

休講日 休講日

11 12

休講日

月 火 水 木 金 土 日

休講日

4

お申込みはWEBサイト

もしくは店頭・お電話にて承ります！

開催時間 : ①13：30 ～ 14：30 ②15：00 ～ 16：00 

お申込み・お問合せ ： 0120 - 837 - 488
※混雑状況により、お電話がつながりにくいことがございます。予めご了承ください。

(10：00 ～ 19：00)

ご予約はこちら！

※【体験編】では機種のお貸出しも承りますので、スマホご購入前のお客様も安心してご参加いただけます。 ※らくらくｽﾏｰﾄﾌｫﾝをお使いの方は、Android含めすべての講座にご参加いただけます。

◆ スマホ教室の予約に関するお願い
当日、朝9時の時点で予約が「0名」の講座は、スケジュールに予定されている講座から別の講座へ変更となる場合がございます。
参加を予定・検討されている場合は前日までにご予約ください。当日、ご希望の講座へ変更できる可能性もありますので遠慮なくスタッフにお声
がけ下さい♬

※ 同じ講座の受講は月に１回までとなりますので、ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

ドコモショップ
イオンタウン吉川美南店

参加無料･予約制 ※一部有料5

易 難

▶ 下記順序での受講がおすすめです!

体験編 入門編 基本編 応用編 有料 応用編

◆ 今月のおすすめ講座

有料

LINE（STEP1～3）
■開講日・・・5/9(火)15:00～、17(水)13:30～、

31(水)13:30～

1 2

上記の有料講座の受講料が 1講座当たり3,300円→2,200円に変更となります!

ネット動画を楽しもう
■開講日・・・5/16(火)15:00～、29(月)15:00～

知っておきたいシニアの健康管理
健康づくりをおトクに手軽に♪あなたの健康をトータルサポート！
■開講日・・・5/10(水)15:00～、23(火)13:30～、

有料

有料

有料

有料



難易度 講座名 内容

★

【体験編】
スマートフォンを触ってみよう

スマートフォンの基本操作／声を使って調べ物をする方法／地図の見か
た／利用料金

【体験編】
料金サービスについて学ぼう

どんな料金サービスがあるのか／サービス対応について／最適なプランを選
ぶ方法／各料金サービスの申込み方法

★

(小学生・保護者向け) スマート
フォンを安心・安全に使うために 気をつけること／ルールやマナー／困ったときには／保護者の方へ

(中高生・保護者向け) スマート
フォンを安心・安全に使うために

スマホを安全に使う方法／8つの事例紹介／スマホの上手な使い方／
保護者の方へ

(シニア向け) スマートフォンを
安心・安全に使うために

使用ルールとマナー／料金について／個人情報を守る方法／詐欺被害
の防止

【入門編】
カメラを使おう

撮影時の注意点／写真・動画の撮り方／閲覧・削除の方法／二次元
コードの読み取り方

★★ 【基本編】かんたんな
オンライン手続きから学ぼう

dアカウントについて／My docomoについて／スマホ教室の予約方法／
あんしん遠隔サポート

★★★

【応用編】
災害に備えよう

災害が発生したら／スマホを使った災害対策／エリアメールについて／停
電時の充電方法

【応用編】
キャッシュレスを使おう

キャッシュレスについて／dポイントについて／d払いについて／d払いの活
用方法

【応用編】 Wi-Fiとオンライン
サービスを使おう

オンラインサービスについて／Wi-Fiについて／d Wi-Fi／スマホ教室オン
ライン版

【応用編】知っておきたい
家計の節約

家計の節約について／dカードについて／ドコモ光について／ドコモでんき
について

【応用編】
海外で便利に使おう

海外で気をつけること／海外での電話のかけ方／海外での利用料金／
海外へ行く前の準備

【応用編】知っておきたい
シニアの健康管理 スマホでできる健康管理／dヘルスケアについて／他の便利なサービス

難易度 講座名 内容

★

【入門編】 Android
はじめてのスマートフォン

スマートフォンとは／基本的な操作方法／電源の入れ方・切り方／スマホ教
室の講座紹介

【入門編】 Android
電話をしよう 連絡先の登録方法／電話のかけ方・受け方／電話に関するスマホの設定

【入門編】 Android
文字入力をマスターしよう

文字入力方法の種類／使える文字の種類／文字入力の体験／便利な入
力方法

【入門編】Android
メールをしよう

＋メッセージの送り方／メールの送り方／メールの閲覧・返信方法／写真の添
付方法

★★

【基本編】 Android
インターネットを使おう インターネットとは／検索の方法／音声検索の方法／使用時の注意点

【基本編】 Android
アプリを楽しもう

アプリとは／アプリ使用時の注意点／アプリの追加・削除方法／おすすめアプリ
の紹介

難易度 講座名 内容

★ 【体験編】 らくスマ
スマートフォンを触ってみよう

スマートフォンの基本操作／声を使って調べ物をする方法／地図の見かた／
利用料金

★

【入門編】 らくスマ
はじめてのスマートフォン

スマートフォンとは／基本的な操作方法／電源の入れ方・切り方／スマホ教
室の講座紹介

【入門編】 らくスマ
電話をしよう 連絡先の登録方法／電話のかけ方・受け方／電話に関するスマホの設定

【入門編】 らくスマ
文字入力をマスターしよう

文字入力方法の種類／使える文字の種類／文字入力の体験／便利な入
力方法

【入門編】 らくスマ
メールをしよう

＋メッセージの送り方／メールの送り方／メールの閲覧・返信方法／写真の添
付方法

【入門編】 らくスマ
カメラを使おう

撮影時の注意点／写真・動画の撮り方／閲覧・削除の方法／二次元コード
の読み取り方

★★★ 【応用編】 らくスマ
マップを使いこなそう

Googleマップとは／基本的な使い方／目的地と経路の検索／ストリート
ビューとは

■全機種共通

■Androidスマートフォン向け

■らくらくスマートフォン向け

難易度 講座名 内容

★★
★★

【応用編】 STEP1
LINEをはじめよう

LINEアプリのインストール／アカウントの作成／友だちにメッセージを送信
する方法

【応用編】 STEP2
LINEを楽しもう

スタンプのダウンロードと送信／写真の送信／送られた写真の保存方法
※LINEアプリ登録済みの方

【応用編】 STEP3
LINEを使いこなそう

LINE通話／ビデオ通話／グループラインの使い方／LINEクーポン
※LINEアプリ登録済みの方

【応用編】
ネット動画を楽しもう YouTubeのインストール／アカウント作成／基本操作

■有料講座 ※受講料は1講座当たり2,200円（税込）となります。

※ドコモショップイオンタウン吉川美南店 5月版
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