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このガイドでは、英語習得に役立つneoStudyアプリの学習コンセプトを説明しています。

neoStudyアプリの機能ボタンを使いこなしましょう。

 

週に最低6,000ポイント獲得を目指しましょう。およそ3時間の学習量です。

1回30–40分の学習で十分です。短時間でも毎日学習してください。

neoは確かな成果をお約束します！

単語や文章をリピート（聞き返し）します。

ボタンを押さえながら自分のスピーキングを録音します。

自分の録音音声とネイティブスピーカーのものを聴き比
べる時に使います。

このボタンは録音音声が再生されると表示されます。

リピートボタンを2回使うと英文を表示するテキスト
ボタンが使用可能になります。
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アプリにサインインすると、最初にホーム画面が表示
されます。ここには現在の学習進捗が表示されていま
す。

目標にしているCEFRレベル

MyLessonsの使用の可不可の状態

獲得学習ポイント数と学習修了に必要な残りの  
ポイント数

必須LIVEコーチングセッション回数５回のうちの
受講した回数

現状と目標値を確認したら「Study Now」ボタンを     
クリックしてください。

neoStudyホーム画面
8 : 3 0

獲得したポイント数

学習を始めるボタン

現在目標としている
CEFR認証レベル

ハートアイコンで
MyLessonsの使用の
可不可を表示

LIVEコーチングポイント数
（使用可能な場合）
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1St
ep 3St
ep

neoのレッスンはそれぞれ５つの学習ステップで構成されており、レッスン内容を効率的・効果的に習得できるように
作られています。

5ステップ学習メソッド

2St
ep 4St
ep

5St
ep

Preview （プレビュー）

Repeat（くり返す）

Record（録音する）

Speak (話す)

Review(復習)
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Preview – プレビュー

どのくらい理解できるか、まずは聞きます。

途中出題されるチェック問題に正解すると
ポイントを獲得できます。

間違えたら再度同じ問題に挑戦します。2回
目で正解すると少なめのポイントを獲得で
きます。

ステップ1: Preview 

Answer Question Screen

聞く チェック問題に答える

レッスンの全体をつかむ
8 : 3 0

1St
ep
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全文が理解できるようになるまでリピー
トボタンを使ってくり返し聞きます。

リピートボタン を2 回使うとテキスト     
ボタンが使用できるようになります。英文
を確認したい場合に使ってください。

チェック問題に正解するとポイントを獲
得できます。正解率が80%を下回ると    
もう一度このレッスンを学習するよう指
示されます。

Repeat – くり返す2St
ep

リスニングの理解力を高める

リピートボタン テキストボタン
（使用不可時）

ステップ2：Repeat
テキストボタン
（使用可能時）

What is your name?
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録音を開始する前に発音の練習をしましょう。

文をはっきり言えるようになったら、録音マイ
クを押さえながら声に出して文を言います。

自分の録音が再生されるので、ネイティブス 
ピーカーの発音と比較します。

もう一度自分の録音を聞くには再生ボタンを
クリックします。

Record – 録音する3St
ep

発音を鍛える

録音マイクボタン

リピートボタン テキストボタンステップ3：Record 再生ボタン
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音声認識のレッスンは、外部の音を拾ってしま
わないように静かな場所で学習してください。

録音を開始する前に何度か発音・発声の練習を
しましょう。

スムーズに言えるようになったら、音声認識マ
イクボタンを押さえながら声に出して文を言い
ます。

Speak – 話す4St
ep

neoの音声認識で発音を向上させる

リピートボタン 音声認識
マイクボタン

ステップ4：Speak
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neoでは認識した録音音声を3段階で評価します。音声
認識マイクボタンを離すと色分けしたテキストが表示
されます。色による認識度合いは以下の通りです。

緑 ‒ 素晴らしい！

黒 ‒ 良好

赤 ‒ 認識できない

音声を認識すると、neoは自動的にネイティブスピー  
カーのものと比較し、その正確度によって学習ポイント
を加算します。

4St
ep

素晴らしい！

概ね良く認識できた

認識できない

音声認識のフィードバックについて
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1回目にほとんどの文章が認識された場合（全文
が緑判定でなくても良い）は10ポイントが加算さ
れます。

1回目で全て緑判定だった場合は20ポイントが加
算されます。

リピートボタンを使うことで、何度も再挑戦できま
す。

認識されなかった場合はネイティブスピーカーの
話す英語がもう一度流れ、再度チャレンジできま
す。3回目の挑戦でも認識されなかった場合は次
の文に進みます。

4St
ep

音声認識でのポイントについて

初回でほぼ全文が認識された場合 初回で全文が緑判定だった場合音声認識に関する詳細はビデオをご覧ください
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学習開始前に静かな場所に移動してください。

全文をスムーズに言えるようになるまでくり返
し練習・録音・修正をしてください。

Review – 復習5St
ep

今までのステップで学習したことを補強する  
最後のステップ

リピートボタン 音声認識
マイクボタン

ステップ5：Review
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レッスンが終わるとこのような画面が表示されます。                  
ガイドラインは以下の通りです：

レッスンの正解率が80%（音声認識レッスンは50%）を下回
ると次に進む前にそのレッスンがやり直しになります。

合格した（次に進める）場合でも、再度そのレッスンを学習
することも可能です。

レッスンのまとめ

レッスンや
り直しの通
知メッセー
ジ

次のレッスン
に進む

8 : 3 0

テストを受
けるために
必要な       
ポイント数

獲得したポイントと
次のレッスンへ進むボタン

.

8 : 3 0

Your comprehension 
is less than 80%.

 Please repeat this lesson.

もう一度
学習する
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MyLessons
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それぞれのステップ（Preview、Repeat、Record、
Speak、Review）が終了すると、そのレッスンに関する
評価を聞かれます。

そのステップについて「あまり好きではない」、       
「OK」、「とても良かった」の3つから評価してくださ
い。

評価しない場合は右上の「x」をクリックして画面を
終了できます。

「とても良かった」ステップはお気に入りに保存さ
れ後から学習ができるようになります。

MyLessons

8 : 3 0

アイコンを選択してレッスンの
ステップを評価します。

評価しない場合は
画面を終了します。

8 : 3 0

neoは気に入ったレッスン
ステップを保存するように

促します。
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学習ポイントを6,000ポイント獲得するごとにホーム画
面右上のハートアイコンがアクティブになり、それ以降
72 時間の間MyLessonsの使用が可能になります。

MyLessons

8 : 3 0

ハートが赤くなるとMyLessons
の利用が可能

最大12ステップを  
お気に入りに保存

iアイコンをクリッ
クしてステップ名
を確認

Editをクリックし
て必要なくなった
お気に入りステッ
プを削除

8 : 3 0
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MyLessonsビデオはこちら

最大12ステップの保存が可能です。

MyLessonsの保存数が上限に達し、新たなステップ
をお気に入りに追加したい場合はどれかを代わり
に削除するよう聞かれます。

または編集（Edit）で必要なくなったステップを削除
できます。

同じレッスンの複数ステップをお気に入りに追加し
た場合は同じサムネイル画像で表示されます。      
イメージ画像右下のインフォメーションアイコン（i）      
をクリックするとステップ名が確認できます。



Personalized
Review Lessons

15



neoのAIが苦手分野を分析し、Certification Testを受ける
前準備のためのReview Lessons（復習用のレッスン）を提
供します。

Click on
the i icon to 
view the title 
of the saved 
lesson step.

Review Lessons – パーソナル・レビュー
Certification Testを受ける前に

8 : 3 0

neoは復習用に
最大12のレッスンを
作成します。

8 : 3 0

neoが提案するレッスンを復習
するには「Review Lessons」を

クリックします。
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始めるには、Certification Testをクリックします。

テストを受ける準備ができている場合は                    
「Certification Test」ボタンをクリックします。

テスト前にneoオススメの復習用レッスンを学習す
るには「Review Lessons」ボタンをクリックします。

苦手としていた最大12のレッスンが提示されます。

提示されたレッスンを復習してください（１つから
受講可能）。



Review Lessons
Certification Testを受けた後に

8 : 3 0

Certification Testが再度ロック解除さ
れるために必要な残りのレッスン数を

おしらせします。

8 : 3 0

Certification Testに不合格だった
ことを通知し、専用の復習用           
レッスンを提示します。
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Review Lessonsビデオはこちら

Certification Testに不合格だった場合、neoのAIが間違
えた問題からReview Lessons（復習用のレッスン）を作
成します。全12の復習用レッスンを終えるとテストが   
ロック解除され、再度受験できます。

レッスンを開始するには「Review Lessons」をクリッ
クします。

neoが12の復習用レッスンを提示するので、お好き
なものから学習してください。

テスト再受験までに必要な残りのレッスン数を     
カウントしています。

全12のレッスンの学習を終えると再度テストを受けるこ
とができます。



幸運を！


