
 

 
 
 

Welcome to Qooco! 
Qoocoサポートマニュアル 

 
4/20 - 5/19限定 

ボーダレスな未来に世界で活躍する子ども達のための 
英会話学習ソリューション 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1.はじめに

“Qooco”とは、アジア諸国で実績を持った日本初上陸の“Ed-techを活用した

子ども向け英語教育サービス”です。

アプリを使った1日15分の家庭学習と、

ネイティブ講師によるマンツーマンコーチングの組み合わせにより

グローバルな未来で活躍できる「自信」と

「コミュニケーション・スキル」を育む新しい学習サービスです。

歯磨きのように毎日15分、いつでも、どこでも、楽しく

学習ができますので、「学習習慣」を身に着けることができます。

この機会に、是非お子様と一緒に楽しみながら学習を進めてください。
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2.スケジュール

下記のような、2週間のスケジュールを2セット繰り返します。

月 火 水 木 金 土 日

1
週
目

2
週
目

毎日15分のアプリ学習

ネイティヴ講師とZOOMを使った20分の1on1セッション
こちらから指定させていただく日時で月2回/1人、実施いたします。
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3.アプリの使用方法

アプリのダウンロード

Android iPhone/iPad
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3.アプリの使用方法

パッケージをプリロードしましょう。

①ここをタップし、「キッズスポークン
イングリッシュ1」を選択

②1Aをプリロードする
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3.アプリの使用方法

設定から、ニックネーム・メールアドレス・電話番号を入力しましょう。

***

***

***

ニックネームは「苗字 名前」を英語で表記してく
ださい。
例：田中翔太（たなか　しょうた）
　→Tanaka Shota
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3.アプリの使用方法

設定から、ニックネーム・メールアドレス・電話番号を入力しましょう。

***

***

***

【2人以上お子様がいらっしゃるご家庭】

1アカウント - 1メールアドレスのため、2人以上に同じ

メールアドレスを入力することができません。

1人1人別のメールアドレスの入力をお願いいたします。

（電話番号は未記入でもOKです）

▼メールアドレスを作成する

Gmail

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=ja

Yahooメール

https://mail.yahoo.co.jp/promo/
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3.アプリの使用方法

設定から、パスワードを変更しましょう。
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3.アプリの使用方法

ここまでで設定は完了です！

次からいよいよ学習方法です。

1. 初日にトライしてほしいこと

2. 毎日トライしてほしいこと

3. 最終日（5/18前後）にトライしてほしいこと

の3段階をご説明します。

©Qooco



3.アプリの使用方法

1.初日にトライしてほしいこと：事前テストを受講する

「購入済」が選択されて
いることを必ず確認し、ク
ジラをタップしてください。
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3.アプリの使用方法

2.毎日トライしてほしいこと：トピックスにトライする

1週間ごとのコースが表
示されています。1週間
経過すると、次のコース
がオープンします。

トピックスは上から順番
にクリアするとオープンし
ていきます。

1日のノルマはタコの色が教えて
くれます。
1日目分は赤、2日目分は紫…と
色ごとに分けられています。
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3.アプリの使用方法

2.毎日トライしてほしいこと：星を集める

星はトピックごとの基
準スコアを達成すると
獲得できます。

星を集めるとトピッククイズが
受けられるようになります。 1
人3回までです。5日目まで
終わったら、6・7日目はトピッ
ククイズにトライしましょう！
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3.アプリの使用方法

2.毎日トライしてほしいこと：チャレンジを達成する

チャレンジを達成するとチェック
マークがつきます。
毎日チャレンジの内容は更新
されます。
全てのチャレンジが達成される
ことを目標に取り組んでみま
しょう！
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3.アプリの使用方法

3.最終日（5/18前後）にトライしてほしいこと：事後テストにトライする

「購入済」が選択されて
いることを必ず確認してく
ださい。

こちらを選択肢し、最後
の事後テストを受講してく
ださい。



3.アプリの使用方法

音声認識がうまくいかない場合は以下の点を確認してみてください。

・マイク付きイヤホンを使用することを推奨しています。

・早めに話し出していないか？
　→アプリの準備ができてから話しはじめているか？

・声が小さすぎないか？大きすぎないか？

・マイクに近すぎないか？遠すぎないか？

・早口になっていないか？

・まわりがうるさくないか？
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4.お子様の継続力を伸ばすためのアドバイス

学習形成のための3つのポイント

子どものチャレンジを褒めるコミュニケーション

子どもの学習環境ルーティーンを決める

週1回の親子レビューデーを決めて実行する
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4.お子様の継続力を伸ばすためのアドバイス

子どもの学習ルーティーンを決める

①始まりを決める：時間・夕食後すぐ など

②場所を決める：時計が目に入る場所・保護者の目が届く場所 など

必ず子どもと「相談」し「合意」する

例：この時間にやるけど場所はその時に決めたい→ OKです！

やってみてうまくいかなければ

「どうしたら楽しくできるか」をまた相談すればOK！

毎日学習することが英語の定着には重要です。一度にたくさん進めることはオススメしません。時間（最大15分）を決めて、そ

の日の分だけのトピックスに取り組む習慣を作りましょう！
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4.保護者様にご協力いただきたいこと

トライアンドエラーを一緒に楽しむために、

お子さまと一緒に毎日15分同じ時間・同じ場所で勉強することは効果的！
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4.お子様の継続力を伸ばすためのアドバイス

子どものチャレンジを褒めるコミュニケーション

①チャレンジを褒める = チャレンジしたことを承認する

×いい成績を残せたね！　◯この問題をやってみたんだね！

結果ではなくプロセスを伝えるだけで、子ども「自分を見てくれている」安

心感を感じ、褒めることと同じ効果がある。

②教えてもらう

「今日はどんな新しいことがあった？どんなことが楽しかった？」

「今日はどんな英語が出てきたの？」

最後は必ず「教えてくれてありがとう」
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4.お子様の継続力を伸ばすためのアドバイス

週1回の親子レビューデーを決めて実行する

曜日と時間を決めてレビューを行いましょう。
ユーザーダッシュボードでトライした時間・回数を確認して

たくさんチャレンジしたことを一緒に喜びましょう！

表示する期間を1週
間で設定します。

ワード・スピーク：
単語のスピーキングにチャレンジした
時間・回数

スピーチによる会話：
会話形式でのスピーキングにチャレン
ジした時間・回数

字幕無しで話す：
字幕無しでダイアログのスピーキング
にチャレンジした時間・回数

理解力：
単語・ダイアログのお手本のリスニン
グにチャレンジした時間・回数

スペル：
単語の理解力を測るクイズにチャレン
ジした時間・回数
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4.お子様の継続力を伸ばすためのアドバイス

週1回の親子レビューデーを決めて実行する

できるだけ、単語とダイアログを一緒に復習していきましょう！
「お手本を聞く→発音する→録音された自分の英語とお手本を聞き比べる」
ことを、フラッシュカードを使ってお子様と一緒にチャレンジしてみましょう。

1週間のコースに出
てくる単語・ダイアロ
グが一覧で確認でき
ます。

タップするとお手本
の発音が流れま
す。

タップしてから発音
してください。

ここをタップすると
発音した自分の音
声を聞くことができ
ます。
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5.Q&A
Q. アプリがダウンロードできません。

Q. アプリはダウンロードできましたが、読み込み時間が長く開きません。

2点確認をしてみてください。

①デバイス（スマホ /タブレット）のバージョンを確認してみてください。

②デバイス（スマホ /タブレット）の容量が少ない状態かもしれません。不要な写真や動画、アプリを削除してみて

ください。
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5.Q&A
Q. 記録されている学習時間が短いような気がします。

「学習時間」はトピックス（一覧でタコが表示されている学習）に取り組んだ時間が集計されており、トピッククイズ

やフラッシュカードに取り組んだ時間は含まれておりません。

このページのタコが表示されているトピックスにトライした時間が表示さ

れています。トピックスの学習途中でやめると集計されない場合があり

ます。

フラッシュカードの記録はこ

のページで確認することが

できます。 ©Qooco



5.Q&A
Q. ポイントはどのような基準があるのですか。

リスニングよりスピーキングの方がもらえるポイント数が多くなっています。

また、どのトピックスも 1回目のチャレンジが 1番ポイントが高く、2回目・3回目・・と回数を重ねるごとにもらえ

るポイント数は減っていきます。

たくさんポイントをゲットするコツが 2つあります。

①全てのトピックスにチャレンジする

②スピーキングのトピックスにたくさんチャレンジをする

たくさんポイントをゲットしてみてください！
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5.Q&A
Q. トピックスが開きません。

タコページのトピックスは、上からお取り組みいただく

と1つずつ順番にオープンになります。（タスククリア

によるトリガー）

このページは1週間ごとのコースを表示していま

す。どれだけ早く進めたとしても、次のコースは 1
週間後にオープンする仕様です。（時間経過によ

るトリガー）
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5.Q&A
Q. 兄と弟で同じアカウントで遊ぶことはできますか？

「1人 - 1アカウント」となっているので、ご兄弟で同じアカウントを共有することはできません。

遊ぶ時はアカウントを切り替えていただく必要があります。

以下の通り、メニュー画面からログアウトを選択し、遊ぶお子様のユーザーネームとパスワードでログインし

てから遊んでください。
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5.Q&A
Q.1ヶ月後、継続したい場合はどうすれば良いでしょうか

終了日（5/19）前にアンケートをお送りいたします。

そのアンケート内で継続の意思確認をさせていただきます。

アンケートは5/19前にメールにてご連絡させていただきますの

で、少々お待ちくださいませ。
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5.Q&A
Q. 解決しない問題が発生した場合は、どこに問い合わせをすればよいでしょうか。

下記お問合せ先までご連絡ください。

Qooco club（キューコクラブ）問い合わせ窓口

■電話：0120-997-030

■メール：kdi@ysg.co.jp
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お子様と一緒に「学習」を楽しみながら

お取り組みいただけると嬉しいです。

Let’s try it together!!

Thank you!
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