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システム要件

コンピューターの場合:

● OS: Windows 7 以降、Mac OS 10.13以降
● ブラウザ: Chrome、Firefox、Edge、Safari (最新

バージョン)
● プロセッサー: Intel Core™ Duo 2.0GHz 以上

のプロセッサー
● 画面の解像度: 最小 1366x768px
● メモリ: 2GB 以上の RAM
● Adobe Flash Player: 最新バージョン (Island 

Adventure Game のみ)
● クッキー: 有効にする必要があります

オフラインアプリ (Pearson Practice English アプリ) の
場合:

● iOS: 10.0 以降 & 32MB
● Android: 5.0 以降 & 26.5MB

タブレットの場合:

● iPad iOS 11.2 以降、Android OS 5.0 以降または
Windows 8.1、10

● サポートされているブラウザ (最新バージョン): 
Chrome、Safari

● IAG ゲームには、ストアで入手可能なアプリを

使用してアクセスします

iPhoneの場合:

● iOS 11.2 以降
● 最新バージョンの Safari

Android デバイスの場合:

● Android OS 5.0 以降
● 最新バージョンの Chrome

注記: 一部の種類のアクティビティ (ドラッグアンドドロップなど) は、
モバイルデバイスでは正しく機能しない場合があります。プレゼン テ
ーションツールと管理ツールは、タブレットまたはモバイルデバイスで
はサポートされていません。

Pearson English Portal の使用を開始する前に、システム要件のリストを確認し、適切な機器があることをご確認ください。

ここをクリックして今すぐコンピューターをチェックします。 ここをクリックしてインターネット ブラウザの速度を確認します。
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https://www.whatsmybrowser.org/
http://www.speedtest.net/


Pearson English Portal を使い始める前に、以下のものが必要です。

● メールアドレス
● 生徒用アクセス コード。アクセスコードは、教科書に付属していたり、学校から支給されたり、別のキットに含まれていたりする場合があります。

お近くの Pearson 代理店または販売店へのお問い合わせは、当社の ウェブサイト からも可能です。

アカウントを登録する手順は以下の通りです。

1. 以下のリンクにアクセスします: pearsonenglish.com/register
2. ご希望の言語を選択し[A]、Create an accountをクリックします。

問題が発生した場合は、Help [B] アイコンをクリックして、ヘルプサイトにアクセスしてください。

3. Create adult account [C] または Create child account [D] を選択します。

注記: 小さなお子さんの場合は、親御さんや先生にアカウントを作ってもらってください。

アカウントの登録2
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https://www.pearsonelt.com/contact/buy.html
https://english-dashboard.pearson.com/register


アカウントの登録 (続き)2
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4. Email address、Username、Password、
First name、Last nameを入力し、Countryで
日本を入力します。

プライバシーポリシーと使用条件を確認の上で
ボックスにチェックを入れ[A]、マーケティング

目的でお客様に連絡することを許可される場合
は、該当するボックスにチェックを入れてくだ
さい[B]。

Create accountをクリックすると[C] 、
Dashboard が表示されます。

注記:

●Last nameは少なくとも2つのラテン文字でなけれ
ばなりません (例：Sato)。漢字などの異なる文字体系
で登録する場合は、 1文字または 1記号(例：佐藤）で
十分です。

●Usernameには、小文字、数字、ドット [.]、アンダー
スコア [_]、ダッシュ[-]、アットマーク[@] のみが使用で
きます。

●Password は 8 文字以上、大文字と数字をそれぞ
れ１つ以上含む必要があります。



生徒用アカウントにログインする手順は以下の通りです。

1. 以下のリンクにアクセスします: 
pearsonenglish.com/login

2. Username とPassword を入力します。

3. Sign in ボタンをクリックします

注記: パスワードをお忘れの方は、Forgot your username 
or password?のリンクをクリックするか、こちら をクリックして
ください。

ログイン3
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https://english-dashboard.pearson.com/login
https://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_stu_pep_en/#.recovering_your_password


Pearson English Portalを利用するには、アカウントに製品を追加する必要が

あります。

アカウントに製品を追加する手順は以下の通りです。

1. ダッシュボードで、Add New Product ボタンまたは add a new product
リンク [A] をクリックします。

2. Access Code を入力し、Activate ボタンをクリックします。カメラ付きのデバイスをお

使いの場合は、QRコード [B] を読み取って製品を追加するオプションも表示されます。

Dashboard [C] に戻ることもできます。

3. Go to Products ボタンをクリックします。

4 製品の追加



先生のクラスに参加する手順は以下の通りです。

1. Classes タブに移動します。

2. Join Class ボタンまたは [クラスに

参加する] リンク [A] をクリックします。

3. 先生から提供された Class Code を入

力します。

4. Join ボタンをクリックします。

5 クラスに参加する
先生のクラスに参加すると、先生は生徒の進歩状況を把握でき、取り組みについてフィードバックを行うことができます。
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