
はじめに 

 

このレポートの内容に関して、すべて自己責任のもと、ご活用ください。 

 

また、あなたの自己責任のもとであれば、 

このレポートは、再配布、および、編集権付きのレポートです。 

あなたの商材の特典や、あなたのアフィリエイト時の特典として、 

利用されても、かまいません。 

 

それでは、レポートをお楽しみください。 

 

□━■━□━■━□━■━□━━━━━━■ 

■━□━■━□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

英語初心者が、英語を学びながら、お金を稼ぐ４つのステップ 

（中国語・韓国語にも、対応可！） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□━■━□━■━□ 

 

 このレポートでは、英語を学びながら、お小遣いを稼ぐ為のヒントを 

提供いたします。 

 

 このレポートを請求された、あなたは、英語を上達させる事と 

お金を稼ぐ事、両方に興味がある方だと思います。 

 

 「２つ同時に叶えるなんて、できっこない！」と思わないでくださいね。 

むしろ、２つ同時に追うからこそ！相乗効果があり、 

 

 モチベーションの維持になるだろう・・・と、容易に想像できると思います。 

レポートを読まれて、すぐに実行できないものもあるかも知れません。 

 

 しかし、あなたが「これはできそうだな！」とか、 

「ここは、わたしならこうするんだけどな。」という思いが出てきたら 

 その気持ちを大事にしてください。 

 

 そして、メモに書き、どう実行するかを、検討してみてくださいね。 

 あなたの英語が上達する事と、同時に金銭的にも裕福になられる事を 

願いながら、そのヒントを提供できればと思います。 



 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 英語を学びながらお金を稼ぐ戦略の流れ 概要 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

１．コミュニティを作成する 

２．人を集める（集客する） 

３．アフィリエイトする 

４．外国人を巻き込む 

 

 コミュニティを作成し、利用者を集めます。 

 集まった利用者に対して、アフィリエイトします。 

 英語圏の知り合いができたら、本格的に展開します。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 英語を学びながらお金を稼ぐ戦略の流れ 詳細解説 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

１．コミュニティを作成する 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

１－１．コンセプトを決める 

───────────── 

 

 はじめに、コミュニティのコンセプトを決めます。 

 このコンセプトによって、人集め、お金がどのくらい入るか？など 

 今後の展開の、大きさ、スムーズさが、かなり変わってきます。 

 

 ガチガチに考える必要はありませんが、楽しみながら、よく考えましょう！ 

重要であります！ 

 

 コミュニティを作成する上でのポイントは、 

 

「英語を勉強したい日本人が集まる」コミュニティを作成する事です【重要】 

 



 なぜなら、英語を勉強したい日本人を集めることにより、 

 集まった人たちに、英語を学ぶための教材を 

アフィリエイト(代理販売)できるからですね。 

 

 また、こう考えても、ＯＫです。 

「英語圏の人と、日本人が集まる」コミュニティを作成すると考えても 

通用します。 

 

 そこに集まる日本人は、英語を勉強したい日本人が自然と集まるからですね。 

 

 

さて、具体的に考えられるコミュニティのコンセプトは、たくさんあります。 

 

・相互言語交換のコミュニティ 

 

 英語と日本語の言語交換ですね。 

 お金をあまりかけずに学びたい日本人や 

 英語圏の人と友達になりたい日本人が集まりますね。 

 

・英語だけしか使っちゃいけないコミュニティ 

 

 英語初心者の方は入ってきづらいかも知れませんが、 

英語圏の人も、英語を使いたい！という方はけっこういます。 

 英語圏の人を集めやすいかも知れません。 

 また、集客の際に、魅せやすいでしょう。 

（ただし、あなたがある程度英語力がないと難しいと思います） 

 これを動機に勉強されても、いいかも知れません。 

 

・英語圏の人と出会うためのコミュニティ 

 

 出会い系というと、イメージが悪いですが、国際交流のための 

サイトです。 

 英語圏の人と知り合いたい！という日本人は多いです。 

 

 他にもたくさん考えられますが、 

 



 インターネットでいろいろ調べてみたり、実際に英語雑誌などで 

どんな団体が何をしているのか？参考にされてもいいでしょう。 

 

 真似をされても、市場の規模から言えば、十分です。 

 あなたの最低限の目的は、英語を学べる環境を作ることと、 

お金を稼ぐことですから、何も、そんなにひねってウルトラＣを 

狙う必要はないでしょう。 

 

 また、英語系のコミュニティを作成されている方も、見たところ 

戦略的、継続的に、人集めをしていないところがほとんどです。 

おそらく、作って満足してしまったのか、諦めてしまったか、 

運営する上で、金銭的見返りがないからだと思います。 

 

 そういう意味でも、英語とお金を両輪として、向上させるのは、 

大事になります。 

 

 ですから、コミュニティのコンセプトを真似しても、 

人集め（集客）に力を入れれば、十分通用するでしょう。 

 

 

１－２．作成する手段 

───────────── 

 

 次に、コミュニティを作成する手段です。 

 

 ここで、インターネットやパソコンに初心者の方は 

「えー！難しくて作れないよ！」と、嘆かれるかも知れません。 

 

 わざわざ、自分でプログラムを組んだり、ホームページを作成する必要は 

ありません。 

 重要なのは、人が集まって活発に活動が行われている場を作りあげる事です。 

 

 作るコミュニティの例をあげておきますね。 

 

・メーリングリスト 

 



 ヤフーのメーリングリストなどで、大丈夫です。 

 人に見せて、説明して登録をうながすサイトは必要になると思いますので、 

 これは、ブログなどで作りましょう。 

 

・掲示板 

 

 これも、フリーの掲示板でいいでしょう。 

 あとで、アフィリエイト用のリンクを貼りたいので、自由度ができるだけ 

高い方がいいですね。 

 

・ＳＮＳ 

 

 ＳＮＳとは、誰かの紹介がないと入れないコミュニティです。 

 最近では、無料でＳＮＳが作れるサービスをしているところもあります。 

 FC2 など。 

 

・音声、チャット、など 

 

 コミュニティのコンセプトとかぶりますが、スカイプで話をすることを 

目的にしてもいいですね。 

 英語だけしか使っちゃいけないチャットなどもいいかも知れません。 

全世界を見れば、日本語を勉強したい英語圏の人は、ものすごくたくさんいます。 

 日本人女性は、世界で１番人気があるなんてことも聞いた事があります。 

 日本のアニメ・漫画なども人気ありますよね。 

 からめていくと、面白くなりそうですよね。 

 

 いろいろ考えてると、迷いますが、楽しみながら考えてみましょう♪ 

 

 上記など、これもいろいろ考えられますが、 

 

 要は、全体として（細部ではなく）あなたがコントロールできる 

コミュニティが作れればＯＫです。 

 

※あなたが作成すれば、コントロールできるのは、当然あなたになりますね。 

 

 



・最後に・・・メールマガジンを発行しましょう。 

 

 人が集まるところに、あなたのメールマガジンの登録を促しましょう。 

 サイト自体で、直接アフィリエイトリンクを貼ってもいいのですが、 

メールマガジンに一度登録してもらってから、購入を促した方が 

契約率も高いですし、何度も売り込むことができます。 

 

 メールマガジンが、面倒だなぁと思われるかも知れませんが、 

 お金を稼ぐという点はもちろん、コミュニティ利用のリピーターを増やす 

意味でも、効果を発揮してくれるでしょう。 

 

 

２．人を集める（集客する） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

はじめに、集客は手間がかかることを覚悟しておいた方がいいです。 

 

あなたのスキルが上がってきたり、 

ある一定以上になりだすと、勝手に人が増えていく事が予想できますが、 

 

まずほとんどの場合、 

「人集め」については、少ない人数のときは、人を増やすのに 

時間がかかるからです。 

 

人を集める考え方として、 

できるだけ多くの、あなたのコミュニティに興味を持ちそうな人に 

あなたのコミュニティの説明ページを見せるか？ 

 

↑これです。 

 

その手段として、 

 

・あなたのコミュニティと似ているコミュニティや掲示板に書き込む 

コミュニティを運営されている方に申し訳ないですが、 

似ているコミュニティであれば、あなたのコミュニティにも 

興味をもってくれるだろう人が集まっているわけです。 

 



そこに、アプローチをするのは、とても効率がいいわけです。 

 

また、相手のコミュニティ運営が大変そうだったり、運営者が 

辞めたそうだったりする場合、 

ゆずり受けたり、お金を払って買ったり、また、共同で運営するように 

話を持っていってもかまいません。、 

 

共同で運営に話を持っていくと、ゆくゆく運営の役割分担や 

お金の分配など、面倒なこともあると思いますが、 

相手のコミュニティを購入することに関しては、 

サイトやメールマガジンの売買は、されている方もかなりいますので 

大丈夫だと思います。 

 

その際は、コミュニティ運営者の方へメールを送って、丁寧に 

聞いてみましょう。 

 

すでに、ある程度人数が集まっているのであれば、展開が非常に 

早くなりますね。 

 

英語圏の人を集める際には、基本的に日本に住んでいる英語圏の人を 

ターゲットとした方が、いいでしょうが、人集めの壁を感じることが 

あると思います。時には、英語のフリーペーパーや、英語のサイトに 

書き込みに行く必要もあるでしょう。 

 

お知り合いの日本人の方でも、英語ができる方、書ける方はいらっしゃる 

でしょうから、英文を見てもらってもいいかも知れないですね。 

英語のホームページを見るのも、非常に勉強になりますよね。 

 

・無料レポート 

 

人を集める上で、重要なのが、相手にメリットをあげることですよね。 

英語関係のコミュニティというだけで、相手にメリットはありますが、 

その前段階として、相手に興味を引いてもらうには、無料レポートが 

かなり有効です。 

 

あなたが集めたい人が、欲しいと思うだろうレポートを書いてください。 



レポートなんて、書けるかな・・と不安になる方もいらっしゃると 

思いますが、そんなに難しく考える必要はありません。 

 

無料なので、１ページでもいいわけです。 

 

気軽に書いてしまってから！！！配ってしまってから！！！手直ししましょう。 

無料レポートの中身で、あなたのコミュニティを紹介してください。 

また、無料レポートをダウンロードしてもらうと、あなたのメールマガジンに 

登録されるように、しておくと、よりいいですね。 

 

・ヤフーオークションから集める 

 

 あなたが、英語を勉強されているのであれば、もう使用していない 

英語の教材をお持ちかと思います。 

 

その教材をオークションで販売してしまいましょう。 

 

その時、コミュニティの宣伝や、メールマガジンへの登録、 

無料レポートの紹介をしておくと、一石二鳥ですね。 

 

 英語の教材を購入しようという方は、あなたのアフィリエイトの 

ターゲットそのものですし、あなたのコミュニティにも興味を 

持ってくれる人でしょう。 

 

・宣伝をかける 

 

 はじめのうちは、稼げていない状態なので、お金をかけるのは 

抵抗があると思います。 

 ですので、お金を稼ぎはじめてから、お金をかけて告知、宣伝をしましょう。 

この段階になると、かなり人を増やすのは、簡単になっているはずです。 

 

 また、絶対成功させる！という決意を継続できる方で、 

お金を使ってもいいと思えるのであれば、はじめからお金をかけて 

しまった方が、展開が速いです。 

 

 



３．アフィリエイトする 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１と２の段階では、あなたは、キャッシュを生めるポイントがありませんでした。 

（※オークションで、教材販売などは除く） 

ですので、お金を稼ぐ！という点では、ここは面白いところです。 

 

ここでのポイントは、ずばり！ 

「２．人集め」での人集めがうまくいっているか？どうか？ 

これで、勝負は決まっている！と言っても過言ではありません。 

なぜなら、集まる人の性質として、 

「英語を勉強したい人」を集めているからですね。 

 

何をアフィリエイト（代理販売）するか？については、 

情報販売系（e-Book)などが、粗利が高いですが、 

本当にあなたがよかったと思える教材をアフィリエイトしましょう。 

 

素直な気持ちを熱く語るんですね。 

 

 また、もうひとつのお金の作り方として、 

宣伝場所を提供する。という方法もあります。 

 

人が集まっていれば、宣伝をしたいと思う人はいます。 

ホームページであれば、ホームページ上のスペースを 

メールマガジンであれば、メールマガジン上のスペースを 

販売しましょう。 

 

人が集まっていれば、これも、簡単にお金になります。 

 

 

４．外国人を巻き込む 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 この「４．外国人を巻き込む」は、いわば応用編です。 

ですが、ここが一番楽しいところでしょう。 

 

 あなたが本気で英語を本当に勉強したい！と思っていたり！ 

むしろ、英語付けで仕事をしたい！と、考えているならば、 



 

ここまで狙った上で、 

 

１．コミュニティ作成 

２．人集め 

３．アフィリエイト 

 

を、頑張られると、モチベーションも保ちやすいかと思います。 

 

 コミュニティ作成の際に、 

「英語圏の人と知り合いたい！という日本人は多いです」と 

書かせてもらいましたが、、、 

あなたもその一人ではないでしょうか？ 

 

そう、人集めの段階で、英語圏の方を集めてしまえば、 

あなたも、英語圏の人と知り合いになれるわけです。 

 

運営者ですから、参加者の方よりも、出会いやすいでしょう。 

ルールはあなたが決めれますから（笑）。 

 

一緒に、お金を稼ぐということを考えると、メールや電話だけではなく、 

何回か実際に会って、信頼できる人を選ぶべきですよね。 

 

ですから、コミュニティを作ったあとに、実際に会ったり 

はたまた、あなたのコミュニティ主催で、パーティや勉強会を開かれても 

いいかも知れません。 

 

それは、あなたのやりたい事、また、手伝ってくれる人がいるか？どうか？など 

で、いろいろ考えられます。 

 

主催者として、ある程度の人数が集められるなら、参加費でお金をもらいながら 

英語の勉強をしながら、英語圏の人と知り合いになることができます。 

 

（普通の飲み会でも、小遣い程度なら、主催すれば、もらえちゃいますよね>v<) 

また、英語圏の人を目的にしましたが、それに付随して、 

英語を勉強しようとしている人は、一般的に前向きな人が多いように 



感じます。 

 

そんな日本人の方との出会いも、大きな財産になるでしょう。 

 

そして、信頼できる英語圏の人の知り合いができたら・・・ 

 

・教材を作成、販売する 

（音声、文面） 

・英語教室をする 

（電話・実際に会う） 

 

つまり、駅前留学などで行っていることは、すべて個人レベルで 

できてしまうんですね。 

 

なぜ、大手が勝つか？というと、一番は「営業」。 

 

これでしょう。 

 

ですので、この部分を創意工夫する必要は、もちろんあります。 

 

ですが！、コミュニティを作って、人集めをして、アフィリエイト販売して 

お金を得られる感触をすでにつかんでいれば、 

そんなに難しい事だとは感じないはずです。 

 

人が集まってますので、そこに、できるだけ適切な提案ができれば 

お金を払ってくれる人はいますから。 

 

また、英語圏の人だけでやった方がいいんじゃないか？と思われるかも 

知れませんが、 

日本語は不得手でしょうし、１人で何もかも早くできる人はいませんので、 

あなたが、１、２、３の過程で学んだ方法を使って 

教材作成、販売などを手伝ってあげればいいんですね。 

 

もちろん、さらに、パソコンの勉強や商売の勉強をしなくてはなりません。 

 

ですが、一度スキルやシステムなどを、軌道に乗らせることができれば、 



いろんな人と、複数契約をして、複数同時並行で、いろんなことができますよね。 

 

この頃には、独立して、自営業になっているかも知れないですね。 

 

 

他にも、もう少し具体的に考えると 

 

・デビットと行くアメリカ旅行、音声付きメールマガジンの発行 

・マイクのキワドイ？日本でのゲストハウス生活 ドキドキ写真付き 

・キャサリンの唇を見ながら学べる発音講座 

・今流行りの英語のサイトはこれだ！（←ボブに調べてもらいます） 

・イギリス人と文通しませんか？（月５００円） 

・２４時間対応英語チャット部屋（同時４人まで、常時マイクがいます） 

・一人の外国人をアイドル化させて、教材の質というよりも、 

その人のキャラを全面に出して売り出していく（笑） 

などなど。。。 

 

日本でも、転職したい外人の方は多いですよ。 

 

なぜなら、日本の会社は、働く時間も長く、そして、日本語で働くので 

余計ストレスがかかるから・・。 

 

また、日本円は、まだまだ強いですからね。 

 

お金を稼げることが分かれば、手伝ってくれる外国の方も多いはずです。 

 

はたまた、余談として、このレポート自体の方法を、もっと実践にそって 

具体的に書き下ろして、情報販売（＋サポート）しても、いいかも知れないですね。 

 

・無料で英語を学ぶ！相互言語交換の方法を情報販売 

・英語コミュニティを作って、外人とＬＯＶＥする方法 など 笑 

 

文章の無断転載などは、困りますが、 

 

私が、アイデアや戦略を提供するのは、適切な人（よりやる気のある人）が 

よりよい形で、世の中に出してもらえることを願ってです。 



どんどん、発展させてやってください。 

 

せっかくこの時代に生まれて、悲しいかな、いづれ死んでしまうこの人生・・・ 

おもいっきり！楽しい世の中を作っていきましょう！（↑ちょっと重い 笑） 

 

このレポートは、以上になります。 

 

この「１～４」の過程の中で、自然と英語を学ぶぞ！というモチベーションは 

常に保たれるでしょう。 

 

むしろ、英語を学ぶぞ！というモチベーションが下がったときは、 

お金を稼ぐぞ！というモチベーションで行動して、 

行動していると、英語を使う機会があるので、英語を学ぶモチベーションも 

上がって来るでしょう。 

 

英語が上達してくれば、お金を稼ぐための仕掛けも、英語で作成できます。 

すると、お金稼ぎもやりやすくなり、、、・・・、、相乗効果ですよね。 

今回の提案は、語学ビジネスと言っていいかも知れませんが、 

英語を学習するという事、コミュニティを作る、お金を得るというのは、 

非常に愛称がいい組み合わせなんだと思います。 

 

━━━━━━━━━━━ 

 

最後に、、、 

 

今回の提案で得られること 

 

・モチベーションの維持 

・英語力アップ 

・お金を稼げる 

・英語圏の知り合いを作れる 

・ネット商売の仕方が学べる 

 

などなど、僭越ながら、手前みそな提案ではありますが、 

「あなたの人生を変えてしまうかも・・・」知れません。 

 



はたまた「日本の英語教育を変えてしまうかも・・・」知れません（笑）。 

もし、興味が沸いてきたら、あなたなりの戦略を追加・編集して、 

ぜひ、実行してみてくださいね。 

 

■━□━■━□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 


