
無料プレ受講ガイド
【英語４技能講座　Q&A編】

2017 年 12 月 5 日更新

Q. 学習設定をしないで学習を開始するとどうなりますか。

A. 学習設定を行わないで学習を開始すると、Z 会 Asteria の特長であるアダプティブ・ラーニングを十分に

活用できないまま、学習を進めることになってしまいます。
先に学習設定を行うことで、学習開始時の適切なレベル
が CEFR-J で提示され、受講者お一人お一人の学習状況

に合わせた問題（Training）の出題がなされるので、効
果的・効率的な学習が行えます。
※英語の習熟度による、学習開始時のレベル例 

なお、学習設定をしないで学習を開始された場合には、
どの受講者の方も一律に初期レベルである A1.1 からの
開始となるため、すでに英語を本格的に学習している方
にとっては、学習内容が簡単すぎると感じられる場合が
ございます。
効果的に Z 会 Asteria での学習を進めていただくために
も、ぜひ、学習開始前の学習設定をお願いいたします。

なお、主な英語の検定試験と CEFR-J のレベルの対応表は下記のとおりです。

→【動画】英語４技能講座　学習設定のしかた
→【FAQ】学習設定に関する FAQ 

Z 会 Asteria の無料プレ受講をお試しいただき、誠にありがとうございます。
本ガイドは、無料プレ受講中に Asteria の機能を十分にお試しいただけるよう作成しました。
体験前にご一読いただけますと幸いです。

http://www.zkai.co.jp/home/z-asteria/about/index.html
http://www.zkai.co.jp/home/z-asteria/class/english.html
http://www.zkai.co.jp/home/z-asteria/proposal/use3.html
http://www.zkai.co.jp/home/z-asteria/movie/use3.html
https://faq.zkai.co.jp/category/search/516?utf8=.&keyword=%E5%AD%A6%E7%BF%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A&site_domain=ict&commit=


Q. ４技能のうち、何から学習を始めていいか、わかりません。今、どの学習をすべきかは何
で判断すればよいでしょうか。

Q. 学習を始めてから「難しすぎる／易しすぎる」と感じた場合はどうしたらよいですか。

Q. Trainingの学習を進めていると、%表示が出てきますが、これは何を意味しているものですか。

A.

A.

A.

基本的には、英語トップ画面で「オススメ」と表示され
ている技能から取り組むとよいでしょう。「オススメ」
と表示されている２つの技能の中では、左上→右下の順
に、取り組んでください。

→【動画】英語４技能講座　はじめて学習するときは 

英語４技能講座の学習設定は完了していますでしょうか。英語４技能講座の学習設定が未設定であれば、ま
ずは学習設定を行っていただけますようお願いいたします。学年、英語圏在住経験の有無、検定・アセスメ
ント結果など、現在の英語の習得状況を正確に登録してください。
英語４技能講座では、受講者の登録内容に基づいて学習
開始時のレベルを判定し、学習内容をおすすめしており
ます。「易しすぎる」と感じられた場合、まずは実力の
基礎固めとして現在のレベルの学習を進め、上位のレベ
ルに上がっていくとよいでしょう。
逆に「難しすぎる」と感じられた場合には、最初の学習
設定によって学習開始時のレベルが判定されているかを
ご確認ください。現在ご受講中のレベルより下が「飛び
級」の状態となっていれば、「飛び級」を解除し、より
下のレベルから学習を進めることができます。

→【FAQ】飛び級に関する FAQ 

各 Can-do の達成度、言い換えればその学習内容のマス
ター率を意味しています。
Asteria の Training では、「アダプティブ・ラーニング」
と言われる仕組みによって、ひとりひとりに合った教材
が出てきます（正解したことのある問題も含め、最適と
判断された問題が提供されます） 。
問題を解き進めると、各 Can-do や単元の理解が充分と
判断されて、100% となります。
不正解になると、% 値が下がることがあります。

→【動画】英語４技能講座 Training の進め方 

http://www.zkai.co.jp/home/z-asteria/movie/use2.html
https://faq.zkai.co.jp/category/search/516?utf8=.&keyword=%E9%A3%9B%E3%81%B3%E7%B4%9A&site_domain=ict&commit=
http://www.zkai.co.jp/home/z-asteria/movie/use4.html


Q. Speaking の Training で、自分が発話した英文が正しく認識されません。
どうしたらよいですか。

Q. キーボードで文字を入力する際に、最初の文字が大文字になってしまいます。大文字にな
らないようにする方法はありますか。

A.

A.

できるだけ正しく音声が認識されるコツは下記の通りです。ぜひお試しください。
① 発話の際は、はっきりと話した上で、文の強弱を意識する。

 （発話の速度ではなく、明瞭さに重点をおいてください。）
② 単語を一つ一つ区切って話すよりは、単語間のつながりを意識する。

なお、マイクが周辺の音を拾ってしまうこともあるため、周辺環境にご注意いただくことで改善する可能性
もあります。
以上が音声認識機能ご利用のコツです。上記をお試しの上でも正しく認識されない場合には、文字を修正す
る機能もございますので、そちらをお試しください。

iPad のキーボードで、最初の文字が大文字ではなく、小文字になるように変更するには、下記のように設定
してください。

① iPad のホーム画面から「設定」をタップ。
② 画面左側に表示される「一般」をタップし、右側

に表示される「キーボード」をタップ。

　③ 「キーボード」のメニューにある「自動大文字入力」 　　
 　　の項目を、「ON（緑色の表示）」から 「OFF（白い
 　　表示）」に変更。

上記の変更をした場合には、大文字で入力が必要なと
きだけ、キーボード左下にある上矢印のキーをタップ
すると、小文字から大文字入力に切り替えられます。



Q. キーボードで、欧文入力／日本語入力の切り替えがうまくできません。

A. iPad キーボードの日本語入力と欧文入力の切り替え方法を 3 つご紹介します。ご自身のやりやすい方法での
切り替えをお願いいたします。
「ABC」キータップ（キーボードが日本語入力になっている場合）

① キーボード右下の「ABC」キーをタップ。

②キーボードが欧文入力に切り替わります。

「地球儀マーク」キースライド
① iPad キーボードを立ち上げ、左下の【地球儀マーク】キーをタップし指をそのまま上にスライド

させてください。
② 選択肢が表示されます。その中から【English（Japan）】をタップしてください。

③ キーボードが欧文入力に切り替わります。

「地球儀マーク」タップ
　　欧文入力⇔日本語入力の切り替えは、【地球儀マーク】キーのタップでも可能です。

タップでの切り替えの場合は、
① 日本語入力画面で【地球儀マーク】キーをタップ→絵文字入力画面
② 絵文字入力画面で左下【ABC】キーをタップ→欧文入力画面

　　という順序での切り替えとなります。
　　この方法で欧文入力へ切り替えた場合は、切り替え
　　直後のみスペースキーに【English（Japan）】という
　　表示が現れます。



Q. １つの Part が終了するまでにかかる学習期間は？

Q. どのくらい学習すれば上のレベルに進めますか？

Q. 保護者が取り組み状況を把握する方法はないでしょうか。

A.

A.

A.

各技能の１つの Part に並行して取り組み、１か月から１か月半かけて終えていただくと、よいペースだとい
えます。とはいえ、これはあくまで目安であるとご理解ください。英語４技能講座では、１つの Part が終わ
ると次の Part が「オススメ」と表示されます。自分自身のペースに合った学習をお願いいたします。

Training の全 Part を 100％とし、Writing の Brush Up と Speaking のオンラインレッスンを全て完了すると、
次のレベルに進めます。ただし、１回の学習で Training や Brush Up（提出課題）に取り組む分量に制限はなく、
調整可能ですので、ご自身のスケジュールに合わせて学習を進めてください。

→【動画】英語 4 技能講座 Brush Up 提出のしかた 

英語トップ画面下の「Training 一覧」「Brush Up 一覧」で、取り組み状況や添削課題の提出状況がご覧いた
だけます。また、「Online Speaking」からは、オンラインスピーキングのレッスン受講状況がご確認いただ
けます。受講者ご本人様と相談しながら、学習の進行状況をいっしょにご確認ください。

A. Ｚ会 Asteria で学習を進めると、Asteria アプリ内のポイントとし
て、英語４技能講座では Program E ポイント、数学新系統講座では
Program M ポイント、総合探究講座では Program Z ポイントが貯まり
ます。Program E ポイントと Program M ポイントは、Ｚ会 Asteria の
Training を解いたり、Brush Up を提出したりすることで貯まってい
きます。Program Z ポイントは、個人学習の単元を終えたり、協働学
習の事後課題を提出するほか、探究学習の視聴でも貯まっていきます。
ポイントを貯めるためには、学習を積極的に進めてください。
ポイントは、商品等に交換はできませんが、貯めるとアプリ内で表示
されるバッジが付与されます。Asteria のバッジは、星座をモチーフに
しており、学習を進めれば進めるほど、さまざまな星座のバッジを獲
得することができます。どんな星座がバッジとして用意されているの
か、楽しみにしていてください。

Q. Ｚ会 Asteria では学習を進めるなかで、何か学習のモチベーションを高める仕組みはあり
ますか？

受講中にお困りのことなどありましたら、Asteria の「ヘルプ」をご覧ください。
下記の窓口でもお問い合わせを承っております。
お問い合わせの際は、　①講座名　②お名前　③ご用件　　の 3つを最初にお知らせください。

　＜ iPad やアプリの操作・設定に関するお問い合わせ＞
Ｚ会テクニカルサポートセンター　電話：0120-636-322	( フリーダイヤル・通話料無料 )
受付時間：月曜日～土曜日：10:00 ～ 20:00	（年末年始を除く、祝日も受付）

　＜その他、受講に関するご相談など＞
Ｚ会 Asteria 事務局
メール：z-apps@zkai.co.jp
電話：0120-83-0022	( フリーダイヤル・通話料無料 )
受付時間：月曜日～土曜日　10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 18:00（年末年始を除く、祝日も受付）

Ｚ会Asteria へのお問い合わせ

http://www.zkai.co.jp/home/z-asteria/movie/use5.html



