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コンセプト
Concept



アセスメントに強いオンライン英語学習プラットフォームの実現

バーチャルな国際交流の実現

バーチャルな海外留学の実現＝オンライン留学の実現

専門科目のオンラインスクールの実現（大学講義やSTEMなど）

新しい教育機関向けの英語学習・国際交流学習ソリューションの提供

新型コロナウィルスによって求められるパラダイムシフト。

当社が運営プロデュースするフィリピンセブ島のIDEA Education
と協業し、当社がもつクロスボーダーコネクションを活かして、海

外留学、海外研修のオンライン化の実現を目指します。英語学習は

もちろんのこと交流や専門科目、スキルアップ研修など海外留学で

実現していた内容をオンライン化します。さらにオンライン英語学

習では、ゴールを明確にしたアセスメントベースの学習コースで、

従来のマンツーマンクラスはもちろん、グループクラスを開講し、

より密度・効果の最大化を目指したプログラムを構築します。

世界クライシスは教育や仕事にパラダイムシフトを求めた。
クラスライブは海外研修オンライン化の実現とゴールフリーのオンライン学習からアセスメ

ントベースのゴール明確なオンライン学習へのソリューションを目指しています。



メリット
Merit
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通常のオンライン英会話のようなゴールフリー環境で

はなく、全てのコースがゴールからアセスメントベー

スでプログラムが構成されており、プログラム終了時

の目標到達度及び目標と結果の乖離具合を把握するこ

とが可能です。

アセスメントベースのコ
ースでゴールの明確化

提供する授業は全てインターネットを介したリアルタ

イムライブ授業です。マンツーマン以外に関しては、

一部インターナショナルクラスが設定されているため、

オンライン環境でも本格的な留学体験が可能になりま

す。

低コストで留学の本格的
な体験環境を実現

留学のように様々な手続きは一切不要。体験レッスン

を受講後はご自身が学びたいコースを購入し、受講日

時に合わせてレッスンスタンバイをするだけです。ス

マートに設計された受講システムで難しい手続きなく

誰でもクイックにスタートが可能です。

スマートにシンプル。
クイックスタートが可能

オンライン完結ができるよう設計はされていますが、

従来の海外研修のバトンプログラムとして事前事後学

習として、導入していただくことで、リアルとバーチ

ャールがリンクし、生徒、学生様のモチベーション維

持と向上に繋がります。

リアル＆バーチャルの

バトンプログラム（事前事後）



プログラム構成
Program Structure



多様なレッスン方式を用いてゴールまでの道を最短化

マンツーマンクラス
1レッスン25分授業

各コースはマンツーマンに限らず、グループレッスンやアセスメントテスト、教材選出までゴールまでの道筋を最短化するべく設

計されています。マンツーマン授業のメリットとデメリットを汲み取り、グループクラスやさらには擬似留学環境を体験できるよ

う交流やスキルアッププログラムを組み込みました。

グループクラス

交流クラス
1レッスン45分授業

スキルプログラム
21世紀型スキル学習

オンライン教材

アセスメントテスト
オンライン完結型

プログラム構成の中心となるのがマンツーマンレッスンです。オンライン英会話

同様にマンツーマンレッスンの受講が可能です。各コースのサブジェクトやレベ

ルに応じて進行します。マンツーマンレッスンでグループクラスでは補うことが

できない細かい部分の学習を含め学習進度を効果的に進める役割を持ちます。

コースによっては、21世紀型スキルと呼ばれるスキルアッププログラムを受講す
ることも可能です。SDGsなどの社会問題をテーマに課題解決学習を行うPBLプ
ログラムや、STEMによる思考力、創造力育成、異文化交流を目的としたインタ
ーナショナル交流クラスなど様々なプログラムを準備しています。

（進行は原則全て英語となります。）

当方のオンラインスクールでは同レベルの受講生同士がオンライン環境で繋がり、

学習を進行することにより、マンツーマンレッスンでは叶えることができなかっ

た受講生同士の情報交流などによる学習モチベーションの維持やアップが可能で

す。また時間帯や時期によっては、タイやベトナム、ロシア、イタリアなどのイ

ンターナショナルクラスの開講も予定しています。

全ての教材やアセスメントテスト、管理などはオンラインにて完結できるよう設

計されています。特にTOEICやIELTSなどのアカデミック系プログラムはフラン
ス発のオンラインE-ラーニングプラットフォームを利用して、レッスン後の自習
学習のサポートマテリアルや模擬テストも用意されています。



オンライン完結型の教材やアセスメントテストで学習管理

レッスンには”Class Room”というオリジナ
ルの双方向映像通話インターフェースを
利用します。

レッスン時に使用するノートではGoogleドキュメ
ントやフォームが活用されます。リアルタイムの

書き込みなどの共有で、ホワイトボードや解答ボ

ードの役目を果たします。

TOEIC, IELTSの試験対策コースでは、フランス発
のGlobal Examオンライン学習プラットフォームに
そって学習が提供され、宿題、自習、模擬テスト

などのツールが用意されています。
一般英語ではIDEA Education独自開発のテキストブ
ック（PDF）を利用します。

iDEA EducationとGG社の共同開発したスピーキン
グ能力測定オンラインテスト。

欧州で活用されているリアルタイムクイズサービ

スKahootでリアルタイムなクイズ形式のディスカ
ッションが可能です。

一般英語ではELLの学習プラットフォーム、英検
ではOK英検プラットフォームを利用して、学習を
進めます。自習学習も可能なオンラインプラット

フォームです。



コース概要
Overview



クラスライブプログラム構成概要
英語プログラムはゴール設定を明確にしたゴール別アセスメントプログラム「CL英語総合コース」に加え、特定分野の弱
点補強やブラッシュアップのための「アクセラレーターコース」で構成されています。

また海外留学や海外で働くことを目標にしている方のための、課題解決力、創造力、思考力など海外で生き抜くための世

界に通用するスキルを養うための「グローバルスキル」コースも用意されており、英語学習＋グローバルスキル学習で能

動的な英語スキルも同時に磨き上げます。



英語学習プログラム
ESL Program



ニーズ及びレベルに応じた多様な英語コースを用意。

サブジェクト毎にアセスメントベースのプログラムを構成

ESL
総合

ESL
Speaking

ESL
Reading

ESL
Writing

ESL
Listening

ESL
Survival

ESL
Commun

ication

ESL
Quick 

Response

ESL
Grammar

ESL
Travel

TOEIC
ブリッジ

TOEIC
総合

TOEIC
Listening

TOEIC
Reading

TOEIC
Grammar

Voca

IELTS
Speaking

IELTS
Listening

IELTS
Reading

IELTS
Writing

IELTS
Grammar

英検
総合

英検
Speaking

英検
Writing

リクエ
スト



CL Comprehensive Course（CL総合コース）
１ターム１２週間（96コマ）のマンツーマン＋グループ授業の英語総合学習コースで、１タームの受講が難しく短期で
学習したい方向けに1週、2週、4週、8週の短期コースも用意されています。
クラスライブの英語総合コースでは、一般英語、TOEIC、IELTS、英検の４コースが用意されているので、それぞれの
ニーズに応じたコースの受講が可能です。料金は一律になり、テスト対策等を選択しても原則一律料金となります。

● 英語レベル：初級者〜上級者

● 期間：1/2/4/8/12/24/36/48/60 週間

● マンツーマン授業 48コマ（1コマ25分）*12週の場合

● 小グループ授業 48コマ（1コマ45分）*12週の場合

● スペシャル授業 24コマ（1コマ45分）*12週の場合

● 1ターム修了後に修了証発行

マンツーマンクラス
1レッスン25分授業

受講期間中はいつでも自由予約制で受講が可能です。プログラムは原則として、

CL総合コースのグループ授業のトレーニングとなり、グループ授業の学習エリ
アに応じて、サプリメント教材を用いて学習します。グループ授業に合わせて週

4回ペースでの受講がオススメです。マンツーマン授業だけの受講チケットの追
加購入はマイページから可能です。

グループクラス
1レッスン45分授業

グループクラスも各受講生のマイページから受講予約をいただけますが、予約で

きる（受講している）コースのみが表示され、尚且つ、レベルと進捗に合わせた

グループクラスのみ予約が可能です。グループクラスは約４−８名の少人数グル
ープクラスで、各々レベルに合わせて３段階のレベルに分けて、レッスンが提供

されます。週4回ペースで受講されることをお勧めします。

オンライン教材

アセスメントテスト
オンライン完結型

受講前にはオンラインにてアセスメントテストおよび最初のMTM授業ではスピー
キングとリスニングのテストを実施します。レベル判定はレッスン終了後に出され

ますので、その後からレッスンが予約可能です。またESLでは学習プラットフォー
ム(ELL)を利用しますので、24時間インタラクティブな自習も可能です。



Semi CL Comprehensive Course（セミCL総合コース）
１ターム１２週間（48コマ）のグループ授業の英語総合学習コースで、１タームの受講が難しく短期で学習したい方向
けに1週、2週、4週、8週の短期コースも用意されています。
クラスライブの英語総合コースでは、一般英語、TOEIC、IELTS、英検の４コースが用意されているので、それぞれの
ニーズに応じたコースの受講が可能です。料金は一律になり、テスト対策等を選択しても原則一律料金となります。

● 英語レベル：初級者〜上級者

● 期間：1/2/4/8/12/24/36/48/60 週間

● 小グループ授業 48コマ（1コマ45分）*12週の場合

● スペシャル授業 24コマ（1コマ45分）*12週の場合

● 1ターム修了後に修了証発行

グループクラス
1レッスン45分授業

グループクラスも各受講生のマイページから受講予約をいただけますが、予約で

きる（受講している）コースのみが表示され、尚且つ、レベルと進捗に合わせた

グループクラスのみ予約が可能です。グループクラスは約４−８名の少人数グル
ープクラスで、各々レベルに合わせて３段階のレベルに分けて、レッスンが提供

されます。週4回ペースで受講されることをお勧めします。

オンライン教材

アセスメントテスト
オンライン完結型

受講前にはオンラインにてアセスメントテストおよび最初のMTM授業ではスピー
キングとリスニングのテストを実施します。レベル判定はレッスン終了後に出され

ますので、その後からレッスンが予約可能です。またESLでは学習プラットフォー
ム(ELL)を利用しますので、24時間インタラクティブな自習も可能です。



Accelerator Course（アクセラレーターコース）
CL 英語総合コース（Comprehensive Course）に加えて、さらに効果的に且つ効率的に学習を進行できるよう弱点補強や
ブラッシュアップのための学習加速のためのアクセラレーターコースです。学習理解度と深度を引き上げるための加速

装置の役割を果たすコースで、苦手分野の克服ややブラッシュアップが可能です。CL総合コースの一般英語、TOEIC、
IELTSコースに合わせた科目が用意されており、1ターム12週間（２４グループレッスン）で構成されています。

● 英語レベル：初級者〜上級者

● 期間：4/8/12/24/36/48 週間

● 小グループ授業 24コマ（1コマ45分）*12週の場合

● 1ターム修了後に修了証発行

グループクラス
1レッスン45分授業

アクセラレーターコースは１ターム12週間、合計２４レッスンの小グループ授業
で構成されています。総合学習と比べて、よりピンポイントな分野で学習をする

ため苦手分野克服に最適です。特にスピーキングやプレゼンテーションなど日本

人が苦手とする科目を多数用意しています。

オンライン教材
オンライン完結型

アクセラレーターコースでは、IDEA Education独自の開発教材をPDFやGoogleドキ
ュメントやGoogleプレゼンテーションなどを利用し、インタラクティブな授業を提
供します。授業を聞いて終わりではなく、能動的に積極的にアクティブラーニング

に参加していただきます。

<サンプル科目>
● サバイバルイングリッシュ

● ESL スピーキング強化
● プレゼンテーション

● IELTS クリニックスピーキング強化
● IELTS クリニックリスニング強化
● TOEIC 単語＆文法講座

etc...



専門学習プログラム
Specific Subject Program



本来は海外留学の体験を通して身につける21世紀型スキルの
コミュニケーション研修をオンラインで提供予定です。

問題解
決能力

プレゼ
ン

思考力
クリティ
カルシン
キング

チームワ
ーク＆リ
ーダーシ
ップ

アントレ

プレナー
ズ

21st Century Skills
異文化
理解

ディベ
ート

ディス
カッシ
ョン

TED



英語で学び、将来の留学へ繋ぐバトンプログラム

海外発の専門プログラム（英語ベース）

STEM 大学
講義

プログラ
ミング

アプリ
制作

WEB
制作

ファッ
ション

会計 看護
ツーリ
ズム

フード
ビジ
ネス

福祉

Specific Skills



Global Skill Course（グローバルスキルコース）
海外留学や海外就職を目指す方のためのグローバルスキル育成コースで、課題解決能力、思考力、創造力、リーダーシ

ップなどを学ぶためのコースです。社会問題解決PBL、STEM、リーダーシップ、プログラミングなどが組まれています。
1ターム8〜16週間（8~32コマ）のグループセッションにて学習します。プログラムによって期間やコマが異なりますの
で、ご承知おきください。CL総合コースの英語学習とグローバルスキル学習は直接的な学習連動はありませんが、学習
動機付けやモチベーション、グローバルスキルアップによる能動的な英語スキルも同時に磨き上げます。

さらにグローバルスキルコースでは多国籍の受講生と交流セッションプログラムとして「インターナショナルコミュニ

ケーション」コースを開講しています。授業というより、カフェ英会話に近い形で講師はファシリテーターとして、そ

れぞれの国の文化や考え方などを意見交換しながら、その違いなどを把握し、異文化理解、異文化コミュニケーション

を学びます。例）各国の文化紹介と意見交換、第３国（例アメリカ）に対するイメージの意見交換等

● 英語レベル：初級者〜上級者

● 期間：4/8/12/16/20/24 週間

● 小グループ授業４ ~ 32コマ（1コマ45分）

● 1ターム修了後に修了証発行

グループクラス
1レッスン45分授業

グローバルスキルコースでは１ターム4〜32コマで構成され、プログラムによっ
て異なります。各コースとも４〜12名のグループで構成され、１ターム終了後に
は修了証が発行されます。

<サンプル科目>
● PBL フィリピン貧困問題
● PBL イギリス＆EU問題
● PBL LGBT問題
● ジュニア向けプログラミング

● リーダーシップ

● STEM プログラム
● インターナショナルコミュニケーション

etc...



観察
Observation

講義

観察
Observation
交流・インタビュー

省察
Reflection
ディスカッション

記録・発表
Documentation

Exhibition
記録＆発表

各国の抱える社会問題、

SDGsなどをテーマに課題
を学ぶ講義です。授業を

通して、特定の課題に関

して学びを深めます。

問題解決プログラム例）

フィリピン貧困問題、フ

ィリピン社会起業家、マ

レーシアSDGs、イギリス
ブレクジット、感染症対

策等

課題解決プログラム例）

リーダーシップ、タウン

シップ、異文化理解等

講義を受けた後に、実際

に現地で問題に直面する

人、課題解決に取り組む

人の講義を受け、インタ

ビューなどの双方向の交

流を通して、課題や問題

に関する理解を深める機

会を設けます。

実際に現地の人との交流

を通して、クリアに見え

た課題や問題に対して、

解決のためのリソースを

ディスカッションを通し

て考えます。また実活動

に繋がる取り組みも同時

に考えます。

ディスカッションでまと

められた課題解決を実際

にプレゼンテーションす

る資料作成およびプレゼ

ンテーションを行います。

実活動につなげるための

発表もしていただきます。

課題・問題を知り、体験し、課題をまとめる思考力と創造力を養う

スキルアッププログラム例-課題解決プログラム-
世界の抱える社会問題やSDGsへの取り組みなどから特定のテーマについて学習、交流、ディスカッションを重
ね、課題解決のための思考力、創造力を養います。最終的にはプレゼンテーションを通して、課題解決方法を

発表し、実活動につなげることを目的とします。

PBL



国際交流
International Communication Class



4週間：週１回 4,000円（税別）

8週間：週１回 8,000円（税別）

12週間：週１回 12,000円（税別）

24週間：週１回 24,000円（税別）

48週間：週１回 48,000円（税別）

日本時間、夜間の時間帯には世界各地の生徒（受講生）との交

流クラスを開講予定にしています。各国の生徒と繋がり、ディ

スカッションやディベートを通して、各国のカルチャーや考え

方などを知り、グローバルマインドを養います。

受講予定国籍：タイ、ベトナム、台湾、インドネシア、カンボ

ジア、トルコ、イタリア、スペイン、スイス、ブラジル等

多国籍の生徒や学生と交流を目的としたオンラインレッスン
ディスカッションやディベートを通してグローバルマインドをセット



カスタマイズ
Custom Program



様々なニーズに応じたカスタムメイドなコースの受講例

CL Comprehensive
英語総合コース

ESL

Accelerator Course
アクセラレーターコース

Speaking強化

<基本コース>
ESL 英語総合コース

<弱点補強>
アクセラレーター
スピーキング強化

＋ =

Global Skill Course
グローバルスキルコース

PBLコース＋ =

英語の総合学習と
弱点補強をしてより
効果的に英語を強化

英語の総合学習と
スキルを⾝につけて
世界に通⽤するマイ

ンドセット

<12週間クラスライブW12M48受講の場合>
マンツーマン授業 48コマ（1コマ25分）
小グループ授業 48コマ（1コマ45分）
スペシャル授業 24コマ（1コマ45分）
*マンツーマンは週4回受講ペース推奨
*グループは週4回受講ペース推奨

<12週間ACW12G24受講の場合>
小グループ授業 24コマ（1コマ45分）
*グループは週2回受講ペース推奨

CL Comprehensive
英語総合コース

ESL

<基本コース>
ESL 英語総合コース

<12週間クラスライブW12M48受講の場合>
マンツーマン授業 48コマ（1コマ25分）
小グループ授業 48コマ（1コマ45分）
スペシャル授業 24コマ（1コマ45分）
*マンツーマンは週4回受講ペース推奨
*グループは週4回受講ペース推奨

<課題解決能⼒>
グローバルスキル

PBLコース

<8週間PBL受講の場合>
小グループ授業 8コマ（1コマ45分）
*授業は週1回受講となります。



Thank you so much.
ありがとうございました。


