
株式会社 QQ English

スパルタ式

オンラインキャンパス



大きなアイディア

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit.Etiam aliquet eu mi quis
lacinia.Ut fermentum a magna ut
eleifend.Integer convallis suscipit ante eu
varius.Morbi a purus dolor.Suspendisse sit 
amet ipsum finibus justo viverra blandit. 

短期集中型でしっかり英語学習したい方を応援致します！

「仕事が忙しくなかなか留学にはいけない・・・・」
「夏の留学を計画していたが予定が立たなくなってしまった・・・」
「子育てしながら、空き時間を利用して集中して英語学習に取り
組みたい・・」
自宅で英語学習に専念したい。自分の英語の弱点を克服したい。

多忙な、そして勤勉な学習者のための新サービスが、
「スパルタ式オンラインキャンパス」です。



オンラインキャンパスとは？

英語学習に欠かせない
“自学自習” × “プロ教師による適切な指導”

「オンラインキャンパス」で圧倒的なスパルタ英語体験を。

英語習得に近道はありません。QQ Englishの講師は、第二言語として英語習得に成功したフィリ
ピン人の中でも厳選され、英語を教える教師として磨き上げられたプロフェッショナルです。英
語学習の苦労やノウハウを把握しているプロの教師によるオンラインレッスン、オンラインキャ
ンパスならではのスパルタホームワーク、更に専任コーチによる学習アシスト。受講者様がス
ムーズに英語の自学自習出来るペースをつかめるよう、徹底的にサポート致します。

（QQ English代表 藤岡頼光）



ホームワーク例

PART 1

1. _________ you stayed at the Hilton? a. Have b. Did c. Do d. Were

2. _________ Mark give you those flowers? a. Have b. Did c. Do d. Were

3. How many people ________ she invited to the party? a. have b. did c. has d. was

4. My friend has been to the Philippines but I _________. a. don’t b. hasn’t  c. am not  d. haven’t

5. I don’t like raw fish but Mary __________. a. is b. does c. do d. has

文法問題を解いていただく課題を用意しました。答えに誤りがあった場合は、専属コーチが誤りの原因を分析して、
正しい答えの導き方を指導いたします。文章の構造を分析して、選択肢の中から正しい答えが導けるような訓練を
行っていきます。

Beginner, Elementary, Intermediateのレベルの方



ホームワーク例

inn

Giving Opinions (SEES) 

STAND
I think…

I strongly believe…

Explain
since…

because…

Expand
instance…

According to…

Stand
So/Therefore…

That’s why…

Persuade

I’m sure you will like ________ because...

I guarantee that…

a. Appeal to Emotion

(Use words and expressions related to 

feelings)

b. Appeal to Reason 

(Use facts, numbers, information, logic)

c. Appeal to Trust (Use personal 

experiences) 

英語を「話す」スキルは、複数のスキルを総合的に高める必要があります。ホームワークでは、特に「伝える力」を
向上させるために、SEES (Stand, Explain, Expand, Stand)アプローチを使っていきます。

Advancedのレベルの方

Informative
When/Where

/Who/What



リフレクション例

リフレクションでは、自習時間に行っていただきました宿題のチェックを前半で確認します。後半は、今日のレッス
ンで学んだ知識を振り返る課題をご用意しました。5日目には1週間を振り返りって頂き、次の目標に向けて学習計画を
立てて頂きます。
5日間で克服できた課題はなんですか？克服できなかった課題は、いつまでに、どうやってできるように学習しますか？
の項目に沿って目標が決まったら専任コーチに宣言していただきます。

5日間最後の日は、新たな目標を設定していただきます！
次の目標に向けた学習計画もしっかり立てて頂き、コーチ
に目標達成することを宣言してください。

About today’s lesson

Which class was difficult for you and why?                        

What’s new!

What new word did you learn today?

Please make some sentences using ○○.

Your comment

Step4
最後に今日の出来事や
気分を、短めの日記帳
として記入してくださ
い。そして、それを
コーチに発表しましょ
う。
あるいは、コーチに聞
いてみたいことを書い
て質問してみましょう。

Step1 
今日のレッスンで難
しく感じた学びを、
リフレクションの中
で確認しましょう。

Step2
新しい知識を１つ選択
する。実際の場面で使
いそうな語彙やフレー
ズを選びましょう。

Step3
新しい知識を活用して例文を
3つ作って教師に伝える。
知識を応用して何度も使うこ
とによって、深い言語処理が
され長期的な記憶とし保存さ
れます。

Day5 Write the summary of what you have learned 

for 5 days

When will you achieve your goal?

How will you get there?

Make a plan to reach your next goal and set a date!

Please give yourself a compliment. 



日本人カウンセリング

オンラインキャンパスならではの特典、週1回
日本人カウンセラーによるカウンセリングサー
ビスをご利用頂くことができます。英語学習
に関するご相談からオンライン英会話に関す
る素朴な疑問等、お気軽にご相談ください。

スパルタ！ホームワーク

英語学習に欠かせないホームワーク。各プラン
に合わせて、教師から毎日ホームワークが与え
られます。音声に合わせたシャドーイング、ディク
テーション等、ブラウザ上で行えるホームワークを
こなして英語話者としての自信を持てるようサ
ポート致します！

オンラインキャンパス：サービスの特徴

リフレクションタイム
してレッスンを受けて頂けるようプランに沿ってこち

らでプログラムいたします。プロの教師陣がしっかり

と、適切なアドバイスを交えながら短期集中型の

受講者様を応援いたします。また、オンライン

キャンパスならではの「リフレクションタイム」をご

用意しております。

多国籍グループレッスン

QQ Englishは、リアル留学、オンライン英会話
サービス共にアジアからロシアまで、幅広くグローバ
ル展開しております。Welcome Partyや多国
籍グループレッスン等、多国籍の生徒同士が繋
がる機会創出に力を入れておりますので、留学
同様に、オンラインキャンパス上で英語学習の仲
間を作るチャンスがあります。

※時期により日本人同士でのグループレッスンとなる場合がございます。



オンラインキャンパス：タイムテーブル例

オンラインレッスン（16:00～17:50）※プランに応じてレッスン数は異なります。

担当コーチからのアドバイスを認識して再度オンラインレッスンを受講。

リフレクションタイム（15:00～15:25）

自習時間（14:00～15:00）

担当コーチから与えられた課題にじっくり取り組んで頂きます。

オンラインレッスン（9:00～12:50）※プランに応じてレッスン数は異なります。

カランメソッドを中心に、レベルに応じたオンラインレッスンを受講。（50分/1レッスン）

POINT②
担当コーチが課題の
確認を行いながら、
適切なアドバイスを

行います。
POINT③

担当コーチに指導
された内容を意識
して受講すること
で“オンライン英会
話受講のコツ”

をマスターします。

POINT①
1レッスンにつき50分、
たっぷりマンツーマン
レッスンを受講。

（一部グループレッス
ンが入る場合もござい

ます。）



価格表① 王道カランメソッドを中心とした学習

プラン スーパーライトプラン ライトプラン スタンダードプラン

こんな方に
おすすめ

・初めて英会話スクールに通われる方。
・会社のフレックス制度を利用し、時間を有効活用したい

方。
・まずは1週間、どれだけ持続出来るか確かめたい方。

・英語コミュニケーションになれるための秘訣をコーチか
ら指導して欲しい方。

・1日4レッスン以上マンツーマンレッスンを学習したい方。
・1日2コマ以上カランメソッドを受講したい方。

・1週間で40時間以上英語学習したい方。
・オンライン英会話の活用方法についてコーチから指導し

て欲しい方。

・4技能バランス良く学習したい方。
・欧米留学などを視野に入れて準備したい方。
・ワーキングホリデーの準備をお考えの方。

1日の学習時間
（レッスン数）
1レッスン：50分

マンツーマンレッスン（2）
+

自習時間（1）
+

リフレクションタイム（1）
+

小グループレッスン（1）

約5時間

マンツーマンレッスン（4）
＋

自習時間（1）
+

リフレクションタイム（1）
+

小グループレッスン（1）

約7時間

マンツーマンレッスン（6）
＋

自習時間（1）
+

リフレクションタイム（1）

約8時間

週数

1週 33,800 50,800 60,200

2週 52,800 80,300 95,700

3週 62,100 95,900 114,900

4週 76,300 118,500 142,300

※価格はすべて内税表示です。 ※別途入学金「15,000円（内税）」も発生致します。



価格表② ビジネス・TOEIC・IELTS特設プラン

プラン ビジネスプラン TOEICプラン IELTSプラン

こんな方に
おすすめ

・ビジネスに特化した英語スキルを短期間で習得したい方。
・外資企業への転職を目指す方。
・海外での企業をお考えの方。

・ビジネスシチュエーションに沿った内容でコーチから指
導して欲しい方。

・短期間でTOEICスコアアップを目指したい方。
・カランメソッドとTOEIC対策でてって的にリ

スニング力、英語瞬発力を鍛えたい方。
・TOEICスコアアップのためのポイントをコー

チから指導して欲しい方。

・IELTS対策として4技能を面便なく学習したい方。
・IELTSグループレッスンを通し、多国籍の受講生
と共に楽しみながらIELTS対策を受講したい方。
・IELTSスコアアップのためのポイントをコーチか

ら指導して欲しい方。

1日の学習時間
（レッスン数）

1レッスン：50分

ビジネスマンツーマン（4）
+

自習時間（1）
+

リフレクションタイム（1）
＋

通常のマンツーマン（1）
＋

小グループレッスン（1）

約8時間

TOEICマンツーマン（4）
＋

自習時間（1）
+

リフレクションタイム（1）
+

通常のマンツーマン（1）
＋

小グループレッスン（1）

約8時間

IELTSマンツーマン（4）
＋

自習時間（1）
+

リフレクションタイム（1）
+

IELTS小グループレッスン（2）

約8時間

週数

1週 65,500 65,500 65,500

2週 104,300 104,300 104,300

3週 125,400 125,400 125,400

4週 155,500 155,500 155,500

※価格はすべて内税表示です。 ※別途入学金「15,000円（内税）」も発生致します。



オンラインキャンパス：レッスン開始までのスケジュール

申し込み後3営業日以内

・オンライン受講専用アカウント発行

・レッスン受講端末確認、事前準備

・マイレッスンページ（またはClassroomアプリ）にログ

イン

・ご請求書発行

レッスン開始日の

前週金曜日

・スケジュール確定

レッスン

開始日



オンラインキャンパス：レッスン開始後のスケジュール

レッスン開始日

・オリエンテーション

・レッスンスタート

・カウンセリングサービススタート（週1回）

・オンラインWelcome party

最終日

・卒業式

・英語スピーチ



リアル留学＋α

自学自習の習慣化によって、自ら学ぶ力を習得。

プロ教師がしっかりとあなたの学習習慣プログラムをサポート致します。

• リアル留学同様、集中的にオンラインレッスンを受けて頂きます。レッスン開始前にオンライ

ン上でレベルチェックを受講頂き、レベルに即した内容でレッスンを進行致します。プロの

教師陣がしっかりと、適切なアドバイスを交えながら短期集中型の受講者様を応援いた

します。また、オンラインキャンパスならではの「リフレクションタイム」をご用意しておりま

す。リフレクションタイムを通して、英語であなた自身の強み、弱みを認識し、克服した

いポイントを把握することで、より精度の高い学習に繋げることが出来ます。

日本人生徒の英語指導のエキスパート教師陣が
しっかりサポート致します。デザリー先生の紹介動画QRコードです。

この動画は、デザリー先生の2分間の英語のレッスンです。

明るくて、いつも楽しい授業をしているデザリー先生の動画をぜひご覧ください！

【コーチのご紹介】：
QQ歴10年のベテラン、Desiree先生



スパルタ！ホームワーク

英語に近道なし、待ったなし！

だからこそ地道なホームワークで日々の学習習慣を整えましょう。

学習の定着に欠かせないホームワーク。各プランに合わせて、教師から毎日ホームワークが提供

されます。音声に合わせたシャドーイング、ディクテーション等、ブラウザ上で行えるホームワークに

よって学習の定着をはかる！「英語を話すこと」に自信がもてるように、サポートいたします。

ホームワークを確実にできるように、レッスン時間の合間に自習時間を設けております。しっかり自

学自習した後に設けられたリフレクションタイムには、英語コーチから習熟度別のチェックがあります。

英語コーチからの指導によって、自身の克服すべき点に「気づく」ことができます。何を修正すれば

良いのか、意識しながら次のオンラインレッスンに臨むことができます。



日本人カウンセリング

不安はオンラインキャンパス在学中に払拭！オンラインキャンパス
ならではの、カウンセリングタイムをご用意しております。

オンラインキャンパスならではの特典、週1回日本人カウンセラーによるカウンセリングサー

ビスをご利用頂くことができます。英語学習に関するご相談からオンライン英会話に関す

る素朴な疑問等、お気軽にご相談ください。



多国籍グループレッスン

実践的な英語を体験できる、グローバル英語グループクラス。

先生相手だけではなく、生徒同士で会話を成立させることを目標に。

QQ Englishは、リアル留学、オンライン英会話サービス共にアジアからロシアまで、幅

広くグローバル展開しております。Welcome Partyや多国籍グループレッスン等、多

国籍の生徒同士が繋がる機会創出に力を入れておりますので、留学同様に、オンライ

ンキャンパス上で英語学習の仲間を作るチャンスがあります。

※時期により日本人同士でのグループレッスンとなる場合がございます。



https://qqenglish.page/onlinecampus/

See you
in Online Campus!

https://qqenglish.page/onlinecampus/

