
セミスパEnglish
TOEIC対策・就活準備にもなるオンライン英語プログラム

2021

最先端 AIオンライン英語学習の

株式会社グローバルクリック

大学生専用・TOEICプラス100点は当たり前！

2ヵ月で目標達成！

2021夏休みプログラム
法政大学特別特典あり！



セミスパEnglish

＝ 今、大学生に必要な３つの要素

2021

TOEIC

スコア
+100点以上

国際感覚
ビジネスも意識

聞ける
話せる
英語脳

留学に行かなくても
在宅で実現！

2021年夏休み、オンラインでも英語力を
大きく伸ばせます！



セミスパEnglish

20211. TOEICスコア対策
短期間に100点～250点アップ！

✓大学生に特化したプログラムならでは
の実践メニュー！

✓留学しなくても英語力＋国際感覚を！

2. 留学準備IELTS
IELTS7.5まで対応可能

3. 英会話・英語脳
ビジネス英会話コースもあります

4. 就活対策
英語スコア・英語面接対策も

5. 国際感覚をつかむ
国際企業ビジネスリーダーとつながる



セミスパEnglish

2021

個別メニュー＆専属英語講師＋専任学習アドバイザーがつくオンライン総合英語学習

英語力アップ＋スコアアップ＋国際感覚も！

世界で通用する！

標準英語

どんな国の人の
英語でも聞ける！

リスニング

英語のまま考えて
発信する！

スピーキング

考え方の違いや
日本的感覚も再認識

国際感覚

時事・ビジネス含む

英単語力
TOEIC対策も

基本文法力
カタカナ英語から脱却

発音矯正
１日10分の音読で

英語脳

★セミスパEnglishで含まれる学習範囲



セミスパEnglish 多彩な実践的メニュー
単語・文法・長文対策に加えて最先端のアプトプット学習！

TOEIC模擬テスト
Oxfordレベルチェックテスト
とテスト対策学習メニュー

TOEIC900点以上の

専属学習アドバイザー
による学習計画とサポート 専任英語講師と英会話

マンツーマンレッスン
平日５回（１コマ40分）

国際企業や海外勤務の現役メンバーによる

実践ビジネス英語体験の週末セミナー
8000種類の音読動画で
AIスピーキング＆リスニング対策

これらはほんの一例です！

個人のレベルごとにメニュー
が作成されます。



個人ごとの専用学習メニュー

セミスパEnglish

TOEIC900点以上で海外経験豊富な
学習アドバイザーが個別に作成します！

短期間に英語力をアップさせるには、やみくもに学習せず、
レベルに合った学習メニューが効果的です！

セミスパEnglishでは、平均12種類の学習メニューを、
専任の学習アドバイザーが適正学習時間と合わせてご案内！

Zoomでの初回ご案内のあとは、事務局含めたライングループ
で日々の学習課題提供などをサポート！

2021

学習計画
の例



セミスパEnglish

2021

AIによるスピーキング力判定、発音矯正とリスニング対策に抜群の効果！

AI音読学習の例

AIがあなたのスピーキング力をスコア判定！ さらに単語ごとに発音が良くないところを指摘、
自分の声が単語ごとにチェックできます！

平日毎日、学習アドバイザーから動画が届きます！

https://youtu.be/nzVjSC80jqI

https://youtu.be/nzVjSC80jqI


セミスパEnglish

2021

翌日には目安コスアと解説が届くのですぐに復習ができます！！

※プログラムのスタート時と
毎月１回受験します。
(オンライン)



週末の国際企業人のセミナー

• 週末には、現役の国際企業のビジネスリーダーによるセミナーが開催されます。
ビジネス英語の体験、就活の話、有名企業のお仕事の話など
英語＋アルファの機会があります。（※毎週土日開催：60分～90分）

• 週末セミナーの講師の国籍：オランダ、インド、韓国、フランス、日本など

• 講師の出身企業の例：楽天、アマゾン、日産自動車、
三菱商事、リクルート、野村総合研究所、サムソン、グーグルなど

※講師は世界各国からZoomで入るため、時差の関係で開催時間は様々です。 セミスパEnglish2021

※週末セミナーは、

受講期間過ぎてもご参加
いただけます。



セミスパEnglish

2021

単語・文法テスト、スピーチ/演説音読、就活対策プレゼンテーション作成、発音動画、長文対策問題

★長文攻略問題 ➡ １ヵ月平日毎日10分！
★有名なスピーチ・演説音読
➡ 速読、リーディング力アップ

★ほかにも実践的な英語力アップのためのオリジナルメニューが豊富！

★プレゼンテーション作成
➡テーマは、日本の文化もしくはSDGsについて

単語・文法のインプット学習も
もちろんあります！



セミスパEnglishが目指す英語力

★青山学院大学名誉教授・本名先生、グローバルビジネス
コミュニケーション協会も推薦する英語プログラム

『英語は現在、多国間・多文化間交流を可能にする国際共
通言語として、大きな役割を果たしています。ただし、英
語の国際的普及は、アメリカ英語や
イギリス英語がそのままのかたちで
国際的に受容されたことを意味する
のでありません。むしろ、英語の国
際的普及は英語の一様化ではなく、
多様化をもたらしています。
セミスパEnglishで世界で通用・活躍
できる英語力の獲得を応援しています。』

ネイティブ英語 世界諸英語

Native English World English

本名 信行 青山学院大学名誉教授
青山学院大学国際政治経済学部教授を経て、現在同大学名誉教授。
専門分野は、国際コミュニケーション、グローバル英語（Global 
Englishes）、言語監査、ノンバーバルコミュニケーション、など。日
本「アジア英語」学会会長 (2000-2009)、国際異文化間コミュニ
ケーション研究学会（IAICS）会長 (2007-2009)、中央教育審議会外
国語専門委員（2003～2010）などを歴任。Asian Englishes (Routledge) 
Founding Editor and Advisorのほか、World Englishes (Blackwell)、English 
Today (Cambridge University Press)などの編集顧問。
グローバルビジネスコミュニケーション協会代表理事。

主なの編著書に、『企業・大学はグローバル人材をどう育てるか』
（アスク出版、2012）、『国際言語として英語 文化を越えた伝え
合い』（冨山房インターナショナル、2013）、OECD編『グローバル
化と言語能力』（監訳）（明石書店、2015）など多数。



セミスパEnglishが目指す英語力

目指すのは・・・

ネイティブ英語 世界諸英語

Native English World English

◆ソフトバンク孫さんがサウジの
王族からビジョン・ファンドに短時間で約10兆円
（$100 billion）の出資をとりつけた自慢話。

「In one hour, you convinced him to 
invest 45 billion dollars.」
1時間で4.5兆円もの投資を説得させたのですね。

「No, no, it’s not true. 
45 minutes, 45 billion dollars.
One billion dollars per minute!（笑） 」
いや、そうではないです。45分で4.5兆円、
1分あたり1000億円です（笑）

https://www.youtube.com/watch?v=Sa2_VBu0d7k&t=103s



スコアアップはどのくらい可能？

セミスパEnglish

2021

これまでの最高は１ヵ月でTOEIC255点アップ！（2021年春休み実績）

英語レベル
換算表

900

750

600

400



＜１週間の学習例＞

月 火 水 木 金 土 日

英会話
40分午前

午後

夜
音読 15分 音読 15分 音読 15分 音読 15分 音読 15分 音読 15分

英会話
40分

英会話
40分

英会話
40分

英会話
40分

単語 20分

単語 20分

単語 20分 単語 20分

単語 20分

単語 20分

文法 30分 文法 30分文法 30分

長文 30分 長文 30分 長文 30分 長文 30分

セミナー
80分

テスト
50分

予備・

学習記録

理想は１日２時間。忙しい日でも小間切れ時間をつくって1.5時間を確保したい！

※毎月最終土曜日の午前中に
TOEIC模擬テストあり！

セミスパEnglish



マンツーマン英会話
学校① 11 Talk Online

※２つの学校からお選びいただけます。体験レッスン無料
いずれもプログラム期間中は専任で同じ講師がつきます。

https://youtu.be/zluHGACPtTA

・１コマ時間 ：40分
・レッスン時間 ：平日朝8:00～23:00

・時間変更 ：可能（スタート前３時間前まで）
・使用ツール ：Zoomもしくはスカイプ
・講師変更 ：可能（原則１回まで）
・講師の国籍 ：フィリピン（全員英語講師経験２年以上）
・英会話のみ継続 ：可能（事務局にラインでご相談ください）

↓講師イメージ（動画でチェックできます）

学校② Curious World

https://youtu.be/ytdbuWRVWWc

↓講師イメージ（動画でチェックできます）

https://youtu.be/zluHGACPtTA
https://youtu.be/zluHGACPtTA
https://youtu.be/ytdbuWRVWWc
https://youtu.be/zluHGACPtTA


専任学習アドバイザー（例）

✓ Mao
：東京外国語大学国際社会学部
留学経験/サンディエゴ州立大学
：TOEIC970点、英検１級

✓ Sakiko
：清泉女子大学文学部卒
留学経験/バジャドリード大学院
：外務省中南米局勤務経験あり

✓ Erika
：早稲田大学国際教養学部

留学経験/ パリ政治学院（フランス）
：TOEIC 935点 CEFRレベル C2（最高位）

✓ Sho
：慶應義塾大学商学部
留学経験/ カリフォルニア大学バークレー校
：TOEIC965点

※学習アドバイザーは先生ではな
いですが、日々の学習の伴走者と
して、学習計画・課題の提供、
セミナーご案内、TOEIC模擬テス
トアレンジなどを行います。
学習開始時と毎月のZoom、日々

のやりとりは事務局含むグループ
ラインで行います。

※全員がTOEIC900点以上で、長期留学経験あり
就活内定した大学生インターンなども活躍中！



セミスパEnglish体験者の声

2020年～21年の参加学生の在籍大学
（一部ご紹介、順不同）

・関東学院大学 ・愛知大学 ・松山大学
・青山学院大学 ・北里大学 ・拓殖大学
・静岡大学 ・亜細亜大学 ・東洋大学
・東京国際大学 ・高崎経済大学 ・大阪大学
・白鴎大学 ・東京農業大学 ・同志社大学
・愛媛大学 ・関西大学 ・東京福祉大学
・日本大学 ・神奈川大学 ・聖マリア学院大学
・国学院大学 ・西南学院大学 ・琉球大学
・立教大学 ・室蘭工業大学 ・白鴎大学
・法政大学 ・相模女子大学 ・京都府立大学
・大東文化大学 ・千葉大学 ・山陽学園大学
・琉球大学 ・慶応義塾大学 ・獨協大学
・白百合女子大学 ・麗澤大学 ・川村学園女子大学
・京都外国語大学 ・関西学院大学 ・文教大学
・早稲田大学 ・武蔵野大学 ・お茶の水女子大学
・九州大学 ・東京経済大学 ・豊橋技術科学大学
・神戸女学院大学 ・立命館大学APU ・大阪教育大学
・広島経済大学 ・京都大学大学院 ・函館大学

Aikaさん・２か月コース
松山大学人文学部英米文学科２回生

私は大学の紹介で、セミスパEnglish
に参加させていただきました。

英語学習において担当アドバイザー
の方と一緒に自分の英語学習の時間
と内容を細かく決め、毎日しっかり
とこなすことで、自分の課題点で
あったリスニング力と会話のアウト
プットをかなり向上させることがで
きたと強く実感しています。

着実と英語が自分に身についてきて
いると感じました。
TOEICも２か月で
690点から820点まで
アップしました！
週末セミナーほか
大満足な春休みでした！

Kentaさん３か月コース
九州大学経済学部３年生

初めは日々の忙しさを言い訳にし
て、英語学習ができていなかった
自分を変えたくて始めたセミスパ
でした。正直もう終わってしまう
のかというくらいあっという間で
とても充実した3ヶ月間でした。

毎日英語に触れるのが当たり前の
生活を送れるようになったのは、
自分のスケジュールに合わせて無
理なく続けられるプログラムと、
日々サポートして
いただいた先生方
のおかげだと思い
ます。TOEICスコア
も600点台後半から
一気に840までアップです。

全国100以上の
大学から参加！

◆セミスパEnglishは、実践英語力アップの個別メニューのオンラインプログラムです。TOEICが初めての方、英会話が初級の方も大丈夫です！



セミスパEnglish  夏休み２ヵ月集中コース

セミスパEnglish

2021

TOEIC対策＋英会話力アップ＋国際企業人によるセミナーも！

＋

★含まれるメニュー★

✓マンツーマン英会話
✓専任学習アドバイザー
✓ TOEIC模擬テスト２回
✓ 8000種類の英語動画
✓ AIスピーキング平日毎日
✓リスニング対策課題
✓スピーチ音読
✓プレゼンテーション作成
✓単語テスト月４回
✓文法テスト月４回
✓長文対策問題
✓国際人の週末セミナー
✓発音トレーニング
✓ほか個別学習課題TOEIC

+100点以上

英会話力
（英語脳）

ビジネス含む

国際感覚＋ ＋

本番想定のTOEIC模擬テスト

★目指すのは・・・



セミスパEnglish’21夏休み受講開始日

※毎週月曜日スタート！
（前の週から一部準備が始まります）

１カ月・２ヶ月コース

7月 12日, 19日,  26日
8月 2日,  9日,  16日, 23日, 30日
9月 6日,  13日

✓ 講師手配、事前のレベル

チェックテストなど前の週
から準備開始となります。

詳しくは公式ラインで
お問い合わせください。

公式LINE ID：

658kmioh
英語力＋αの
グローバルクリック

※３ヵ月コース、期間追加も可能です。



コース名→
英会話レッスン数

↓ 期間

Light
英会話平日週3コマ

Main
英会話平日毎日1コマ

Premium
英会話平日毎日2コマ

2ヶ月集中
58,000円 x2

36,300円 x2

72,000円 x2

42,900円 x2

87,000円 x2

59,400円 x2

１カ月超集中
58,000円 x1

38,500円 x1

72,000円 x1

45,100円 x1

87,000円 x1

61,600円 x1

各コース共通

・レベルチェックテスト（Oxford - CEFR6段階レベル）
・TOEIC模擬テスト（スタート時・終了時、２ヶ月コースは中間でも）
・専属英語講師とマンツーマンレッスン (平日1コマ40分)
・専任学習アドバイザーによる学習計画とLINEサポート
・8000種類のAI学習動画リスニング
・AIスピーキング動画平日毎日配信
・国際企業人の週末セミナー（全10回）
・プレゼンテーション作成と評価
・単語と文法テスト週末配信 ほか
※週末セミナーはプログラム期間外でも年内受講OKです。

入学金 16,500円
法政大学特別特典

無料！6/30までのスタート

※７月８月スタート10,000円引き！

セミスパEnglish’21夏休みコース料金
１カ月ごとのプログラム費用（税込み）

英会話
月12回

英会話
月20回

英会話
月40回



セミスパEnglish・お申込み方法

セミスパEnglish2021

2021

方法① お申込みURL 方法② 公式ラインからお問い合わせ

公式LINE QRコード

公式LINE ID：

658kmioh
英語力＋αのグローバルクリック

https://global-click.jp/entry-semisupa/

※英会話は11 TalkもしくはCurious Worldを選択してください。
※上記以外のコース設計、スタート時期調整などご相談ください。

公式ラインから
お問い合わせください。

毎週月曜日スタート
約１週間前から一部準備が開始されます

https://global-click.jp/entry-semisupa/


 会社名 : 株式会社グローバルクリック

 設立理念 : 『英語力プラスαでステップアップ！』

 事業内容 : オンライン英語学習・語学留学・海外インターン・就活

 代表者 : 薗田浩樹

 オフィス住所 : 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル6F

 E-mail : info@global-click.jp

 ウェブサイト : https://global-click.jp/

 電話 : 03-6625-4071

 LINE@ : @658kmioh

 資本金 : 3,000万円

 取引銀行 :三井住友銀行青山支店

 連携学術協会 ：グローバルビジネスコミュニケーション協会

 SDGs : グローバルクリックは持続可能な

開発目標（SDGs）を支援しています。

英語力プラスαで

グローバルに, 未来に

ステップアップ！

◆プログラム提供会社のご案内

グローバルクリックのオフィス風景

mailto:info@global-click.jp?subject=グローバルクリックへのお問い合わせメール


ありがとうございました

セミスパEnglishご案内

2021

株式会社グローバルクリック
セミスパEnglish運営事務局

★TOEIC100点以上アップ
の方にもれなく

スタバギフトプレゼント

公式LINE ID：

658kmioh
英語力＋αのグローバルクリック

達成特典


