株式会社ダインエド ジャパン
www.dyned.com/jp Email: japan@dyned.com
営業時間：10:00 – 17:00

はじめに
DynEd Proは、より便利に学習ができるダインエドフルコースセットです。Windows/MacだけでなくiPad, iPhoneや
Androidタブレットでも学習できます。登録されているDynEdの学習用IDとパスワードをご用意ください。
必要最低限 の動作環境

コンピュータ：
OS

RAM

CPU

Windows Vista

2 GB

2 GHz

Windows 7, Windows 8, Windows 10

2 GB

2 GHz

Mac OSX10.6.8以降

2 GB
1 GHz Intel
その他：
・インターネット接続	
  ・ヘッドセットもしくはマイクとヘッドフォン
・QuickTime 7.0.4 以降（無料ダウンロード：http://support.apple.com/ja_JP/downloads/）
iOS/Android：
iPad , iPhone
Android

バージョン

メモ

iOS 4.3以降

多重タスキングはサポート外

v3.2以降

SDカード使用不可

その他
・Wi-Fi 802.11b/g/	
  ・802.11nをサポートするWi-Fiアクセスポイント

2. インストールと起動の仕方 – Windows/Mac ＜インストールの仕方＞
① 右URLからセットアップをダウンロードします。http://web2.dyned.com/download/student.shtml.ja-jp

「1.ダインエドのダウンロード」より「レコードサーバー」
ボタンをクリックし「Asia」を選択します。

次にお使いのOSのボタンをクリックすると
セットアップアプリケーションのダウンロードが開始されます。

② ダウンロードされたファイルを開きます。
Windowsの場合：STUDENT_US1.EXEをダブルクリック
a) ファイルを実行するか聞かれるので「実行」をクリック
b) 次の画面で「setup」をクリック
Macの場合：STUDENT_US1.DMGをダブルクリック
Setup Internetアイコンをダブルクリック
③セットアップ画面が開くので、
「インストール」をクリックします。
注意：以前にインストールしたことがある場合は、必ず同じ
ファイルパスにインストールしてください。
インストール先を変更したい場合は「Browse」ボタンを
クリックして設定してください。
④次にライセンス契約が表示されるので「同意します」をクリックします。
これでセットアップのインストールは完了です。
＜DynEdの起動＞
① デスクトップにできた「Student」アイコンをダブルクリックします。
② ログインIDとパスワードを入力し「サインイン」をクリックします。
注意：DynEdのアクセス許可を聞かれた場合は必ず「常に許可する」
を選択してください。
初回学習時は、まず学習するコースコンテンツをダウンロードします。
③ログインするとコースリストが開きます。
必要なコースを選択し「OK」をクリックしてください。
コースコンテンツがダウンロードされます。
メモ：コースは１度に１つしか選択できません。
注意：お使いのインターネット接続により、コンテンツのダウンロードには
時間がかかることがあります。
ダウンロードが完了したら学習を開始してください。

3. インストールと起動の仕方 – タブレット ① DynEd App をインストールします。
IOS: Apple store からインストールしてください。
Android: Google プレイストアからインストールしてください。
メモ：アプリの起動前にモバイルデータ通信プランをオフにし、Wi-Fi に接続してください。
② DynEd App をタップして起動します。「レコードサーバー」は「Asia」を
選択してください。
（画面右上の設定アイコン（ギアマーク）をタップすると
レコードサーバーとサポート言語選択画面が表示されます）

③ お持ちの学習用ログイン ID とパスワードを入力し、
「サインイン」をタップします。
④ コースウェアビューが表示されるので、初回に各コースアイコンの
右上にある緑色のマークを押し（約 1-2 秒）「ダウンロード」を
タップします。
注意：コースのダウンロードには時間がかかることがあります 。
詳細は以下 URL をご確認ください。
http://web2.dyned.com/cgi-bin/WebObjects/faq.woa/wa/faq?id=716

⑤ 次項「4. 学習の始め方」の通り学習を開始します。
＜Windows/Mac＞

4. 学習の始め方

初回は必ずインターネットに接続してください。

① デスクトップにある「Student」アイコンをダブルクリックします。
② ログインIDとパスワードを入力し「サインイン」をクリックします。
＊初回は「オフラインで学習」にチェックをしないでください。
＊パスワードをお持ちでない場合は何も入力しないでください。
2 回目からはインターネットに接続せずに学習できます。
「オフラインで学習」にチェックをつけてからログインしてください。
オフラインでの学習は最高 15 日 /12 時間です。それ以上は一度イン
ターネットに接続する必要があります。「オフラインで学習」から
チェックを外してログインしてください。
③ コースリストが表示されるのでコースを選択し「OK」をクリックします。モジュール/ユニットリストが表示され
るので学習するモジュール/ユニットを選択し「OK」をクリックします。

メモ：契約コースのみ表示されます。
メモ：グレーアウト表示のものはダウンロードされていないか、もしくはロックがかかっています。

④ レッスンを選び学習をしてください。
＜iOS/Android端末＞
① DynEd Appをタップします。
② サインイン画面が表示されるので
学習用IDとパスワードを入力し「サインイン」をタップします。
③ コースリストが表示されます。
上部から学習するコースをタップします。
下部にそのコースのモジュール/ユニットリストが表示されるので
学習するモジュール/ユニットをタップします。
④ レッスンを選び学習をしてください。

＜学習終了時の注意＞
レッスンを終了するには、コントロールバーの「<」をクリックしていくか、プルダウンメニューの
「ファイル」→「終了」（Mac … 「Launcher」→「Launcherを終了」）をクリックしてください。
正しく終了しないと学習記録が残らないことがあります。

5. 学習の進め方
学習の仕方については、オリエンテーションビデオをご覧ください。
http://www.dyned.com/us/main/medialibrary
上記URLにアクセスし、左から「Stu.Orient.Videos: Japanese」をクリックし、右のリストから見たい
ビデオ（mp4）を選択します。
レベルが高いレッスンはロックされていて（グレーアウトもしくはロック
マーク付き）学習ができなくなっています。学習を進めていき、以下条件1
もしくは条件1と2両方を満たすと順次ロック解除されていきます。
条件1: 対象レッスンの学習進度が50%を超える
条件2: 対象のマスタリーテストに合格（85点以上）する
（「マスタリーテストについて」参照）
グレーアウト（もしくはロック）されているレッスンをクリックするとロック解除されるための条件を確認できます。
＜コントロールバーの使い方＞s

一つ戻る

録音する

録音したもの
を再生する

巻戻し

リピート

一時停止 / 再開

早送り

テキスト表示

翻訳表示

ボタンをクリックすると一時停止されます。
ここをクリックして再開してください。

＊テキスト表示と翻訳表示機能は、リピートボタンを使った後に使用できます。

タイマー

スピーチメーター

マイクボタンをクリック
すると表示されます。

6. プレースメントテストについて
プレースメントテストはどのコース、どのレベルから学習を開始するのが最
適かを判定するテストです。学習を始める前に必ず受けてください。
① ダインエドを起動し、コースリストが表示されたら「Placement Test」
を選択します。（初回学習時は「Placement Test」しか選択できないこともあります）
②テストが起動します。
③「Practice Test」をクリックしテストの受け方を練習します。Practice
Testを受けないとテストは受けられません。
注意！

テストにはリスニング問題があります。Practice Testの段階
で正常に音声が聞こえるか確認してください。
④ Practice Testが完了すると「Part 1 Beginner」が選択できるように
なります。右図のようにテストを受ける準備ができたか聞かれるので
「Yes」をクリックしてテストを受けます。
テスト受講時の注意点：以下よくお読みください！
・テストが開始されると一時中断や途中終了はできません。
テストは一度受けると（途中終了の場合でも）ロックされ、再テストは受けられません。再テストの必要
がある場合は教師にロック解除を依頼してください。
・選択肢を間違えても変更ややり直しはできません。
・リスニング問題では聞き逃しても少し待つともう１度出題されます。2回目でも答えられなかった場合は
次の問題に進みます。
・テスト問題は生徒全員すべて同じではありません。またテストにかかる時間も正解率によって異なります。
・間違いが一定数（例：10問中5問以上）に達するとテストは自動的に終了しレベルが判定されます。
・Part1で一定以上のレベルと判定された生徒のみPart 2を受けることができます。
⑤ レベルが判定されるとテストは終了になります。
テストの結果とレベル、推奨コースが表示されます。もしくはPart 2を受ける
よう言われた場合はPart 2に進んでください。
⑥ OKをクリックすると「学習経路」が表示され、コースリスに戻ります。
⑦ ロック解除されているコースの学習を始めてください。

7. マスタリーテストについて

マスタリーテストはレベル確認のために受けるテストと、レッスンの習熟度を測るテストがあります。
＜コンファメーションテスト...レベル確認テスト＞
プレースメントテスト終了後、初回コース起動時（次のレベルのレッスンの学
習開始時）に図のようにテストを受けるよう指示されます。テストを受けてく
ださい。テストを受けると学習を開始できます。大抵の場合は不合格（85点以
下）となりますが、問題ありません。
＜マスタリーテスト...習熟度テスト＞
学習終了時の理解力チェックテストで、コースで学習した内容がそのまま出題
されます。テストは最初ロックされていますが、対象レッスンすべての学習進
度が80%（推奨初期設定）を超えるとマスタリーテストがロック解除されます。
ロック解除されたらテストを受けてください。合格点は85点以上です。
テストの受け方：
ユニットのメインメニューの右側をクリックします。そのレッスンのマスタ
リーテストが始まります。
テストは一度受けると（途中終了した場合でも）自動的にロックされます。不
合格（85点以下）の場合は１週間後（初期設定）に再度ロック解除されるので
もう１度受けることができます。２度目も不合格になり、再テストを受けたい
場合は担当チューター（教師、研修運営管理社等）にロック解除を依頼してください。

8. 学習記録について

レッスンのメニュー画面にそのレッスンの学習進度が表示されます。
＜学習進度について＞
コントロールバーの使用回数や問題の正解数、シャフラーレベル等によって対
象レッスンをどの程度学習したかパーセンテージ表示します。ユニットやモ
ジュールに表示されたパーセンテージはそれぞれレッスンの長さや内容を加味
して計算された平均値です。各レッスンの進度が80%以上になるまで学習して
ください。
また、1つのレッスンを続けて長時間学習する方法はあまり効果的ではありま
せん。それよりも少しずつ、繰返し学習する方が効 果的です。そこで学習制
限を設定しました。
特定レッスンの1日の学習限度は進度20%までです。
また、Tutorボタンをクリックすると、より効果的な学習をするにはどうした
らいいかのアドバイスが表示されます。
More Detailsをクリックすると詳細な説
明が表示されます。
学習スコアは学習状況を分析し評価を数
値化したものです。
「-12」〜「+12」で判定されます。

コンピュータ上ではより詳細な学習記録をいつでも確認できます。（各レッスン
の学習日や学習時間、問題数とその正解数など）
学習中プルダウンメニューの「オプション」から「学習記録」を開いてください。
学習中のコースの学習記録ウィンドウが開きます。記録は階層リストでレッスン
順または日付順表示ができます。それぞれの項目についている「+」もしくは
「▷」をクリックするとその項目のより詳細な記録が表示されます。
iOSやAndroid端末で学習した記録も同期されます。

9. アップデートについて
DynEdでは定期的にプログラムのアップデートを行っています。
アップデートのお知らせがあった場合は、アップデート作業をしてください。
＜Windows/Macの場合＞
1. サインイン画面のメニューに
「このインストールは最新のものではありません」と表示されます。
2. クリックし「プロダクトアップデート」をクリックします。
3. 「アップデートプログラムは古いバージョンです」と
言われたら「ダウンロード」をクリックします。
4. アイテムリストが表示されるので「（***）」がついた
項目を選択し「ダウンロード」をクリックします。
5.

完了したら「OK」をクリックし、「終了」をクリックします。

強制的アップデートもできます。問題がある際にお試しください。
- DynEdフォルダの中にあるUpToDateをダブルクリック
（Win..C:ドライブ→ProgramFiles→DynEd、Mac... HD:アプリケション→DynEd）
- アイテムリストが表示されたら、すべてアップデートされていますと言われた場合でも
DynEd Applicationsと問題があるコース名を選択し「ダウンロード」をクリックします。
＜タブレットの場合＞
アプリのアップデートのお知らせに従ってアップデートしてください。

10. 困ったときに
以下URLのサポートページをご覧ください。
Windows/ Mac http://web2.dyned.com/us/support/
iOS http://web2.dyned.com/jp/support/ipadtroubleshooting/
Android http://web2.dyned.com/jp/support/androidtroubleshooting/
問題が解決できない場合は DynEd_log.txt をお送りください。その際、必ず問題の詳細（何を、どうしたら、どう
なったか。エラーメッセージは何か、などできるだけ詳しく）とログイン ID をお知らせください。
ログファイルの送信の仕方 ＜Windows・Mac の場合＞
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DynEd にサインインします。
プルダウンメニューの「アドバンスドオプション」→「DynEd Analyzer」をクリックします。
DynEd Analyzer ウィンドウが開きます。
フルダウンメニューの「ファイル」→「このスクリーンをエクスポート」をクリックします。
ファイルをデスクトップに保存します。
再度プルダウンメニューの「ファイル」から「検索...DynEd_log.txt」をクリックします。
DynEd ウィンドウが開くので中にある DynEd_log.txt をデスクトップにコピーします。
E メールアプリケーションを開き、デスクトップに保存した 2 つのファイルを添付します。
必要事項（ID と問題の詳細）を入力し、support@dyned.com (もしくは japan@dyned.com）

ログファイルの送信の仕方 ＜iOS・Android デバイスの場合＞
1.
2.
3.
4.

サインイン画面右下の「i」マークをタップします。
「問題をレポートする」をタップします。
E メールアプリケーションが開き、DynEd_log ファイルが添付されています。
必要事項（ID と問題の詳細）を入力し、「Send」をタップします。

＜よくある質問＞
Q: ID もパスワードも合っているのに「ログインは無効」と言われる
A:レコードサーバーが正しく設定されていないと思われます。以下の通り変更してください。

1. コンピュータ：

1. CTRL キーを押さえながら、DynEd Courseware アイコンをダブルクリックします

（Mac の場合はショートカットをダブルクリックしてからすぐに CTRL キーを押さえます）。

2. レコードサーバーが選択できるようになるので、「Asia」を選択します。

2. タブレット: サインイン画面にて「設定」アイコン（ギアマーク）をタップしし、レコードサーバーを
「Asia」に設定します。

Q:iOS で録音再生、音声認識機能が使えない

A: DynEd アプリのマイク使用許可設定を確認してください。

1. 設定アイコンをタップし、左の設定リストの「DynEd」をタップします。（下方にあります）
2. 右の「DynEd にアクセスを許可」のマイクのスライドをオンにします。

