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英語力＋αで
グローバルに未来にステップアップ！

Stepping-up globally toward your bright future.

グローバル人材育成の
株式会社グローバルクリック

V2.1

英語初級者/中級者向けの”超”実践的英語学習プログラム

セミスパEnglish
専属英語講師付き！オンライン・キャンパス（4~12週間）



2セミスパEnglish（オンラインプログラム）は

こんなひとに向ています！

・英語をどう勉強していいかよくわからないひと

・TOEIC400点~750点/英検準1級以下のひと

・大学受験ではしっかり勉強したけど話せないひと

・まだ頭で日本語で考えてから英語を話しているひと

・将来留学や海外で英語を使ってみたいひと

・英語スコアを短期間に上げたいひと

・語学留学したいけど、コロナで行けないひと
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セミスパEnglishで

何が身につくの？？？

１．TOEIC換算で約100~200点アップ！
２．英語脳に近づく
３．プログラム後も使える英語学習法
４．英語力をつけたあとの自分の将来イメージ
※成長度合いと結果には個人差があります。
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セミスパEnglishって

どのくらい勉強するの？

◎標準メニュー : 1日2時間～4時間 ※個別に学習計画を立てます

（4週間で60~120時間、各自のペースで）

１．平日毎日の英会話レッスンを１～３コマ

２．毎日配信の動画音読

３．レベル別の英語4技能の基礎学習

４．土日は各1時間の外資系リーダーによるセミナー

1コマ40分

15分

30~90分

土日各80分
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“グローバクリックが考える”

『日本人が』”使える英語力” を身に付けるために、

必要なこと８つ！

高度な単語力 高度な文法力 完璧な発音通じるスラング

海外生活経験 欧米留学経験 完璧なリスニング 砕けた口語表現
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グローバクリックが考える

『日本人が』”使える英語力” を身に付けるために、

必要なこと８つ！

ベースとなる

語彙力
Base Vocabulary

単語の

音節と発音
Syllable & 

pronunciation

一つの文の中で

連音化
Liaison

ベースとなる

文法
Base Grammar

論理的に時事や自分を語る

話し方
Depth of talking

どんな英語を身に付けるか

英語＋α
English and more

日本と何が違う？

英語的発想
Western culture

予測力をつける

音読
Reading Loudly

これらが、プログラムに自然に組み込まれています！
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Q. “使える英語力”はどこまで伸ばせばいいの？

英語初心者から中上級者まで、
どこからでも参加できます！

プログラム前後で
ワンランクアップをめざします！

英語力の
究極目標として

TOEIC900
+

会話力
コミュニケーション力

+

国際感覚
（異文化理解）

CEFRでC1をめざしたい！

※プログラムでは、CEFRのレベルをワンランクアップを目指す！＝ TOEIC150点前後アップ



8セミスパEnglish 6つのメニュー
“使える英語力” に最短コースで導きます！

オックスフォードのレベルチェック
テスト（CEFR）をプログラム前後で！

専属トレーナーと

レベルに応じた学習計画

+毎日届く音読課題
で英語脳に近づく！

専任英語講師付きオンライン留学
（平日毎日マンツーマン40分ｘ2コマ！）

学習進捗を毎日記録
成果を可視化

有名外資系勤務の現役メンバーによる

実践英語セミナー（オンライン形式・週末）

プログラム修了課題は、自分の音声付き

プレゼンテーション作成



グローバクリック認定週末セミナー講師（コーチご紹介・一部）
日本人だけでなく、インド・フランス・韓国など、英語を第二外国語として最前線のビジネス現場で活躍しているコーチ陣
が使える英語力や最先端の現場から本当に使える英語や、国際ビジネスの話などを楽しく解説します！

 コーチ #G0002
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 コーチ #G005

 コーチ #G0003  コーチ #G0004

◆語学：3か国語堪能（英・日・韓）
◆仕事：外資系企業副社長など超国際派
◆分野：デジタルマーケティング
◆学歴 : ペンシルベニア大MBA・ミシガン大

◆語学：日本語中心セミナー
◆仕事：GAFA 営業マネージャー
◆分野：事業開発・営業が専門
◆講義：GAFAでは働く人物像と必
要な英語力を解説。

◆語学：ビジネス英語（日本語ネイティブ）
◆仕事：シンガポールの日系デジタル広告
◆分野：人材サービス・マーケティング
◆学歴：NTU MBA （アジアNo.1）修了

◆語学：英語・韓国語・日本語
◆仕事：英語と韓国語の語学スクール運営
◆分野： TOEIC満点の学習法・英会話
◆学歴：高麗大学卒業（韓国トップ３）

Keanu コーチ
本格派ビジネス英語
コミュニケーション。
日本人より日本語う
まい。外資系企業で
のキャリアアップの
極意もお伝えします。

Nanaコーチ
20代女性の国際的
キャリア構築なら
おまかせ！アジア
最戦前で活躍する
ための準備を伝授。

SAIコーチ
短期間に英語スコア
アップの学習法相談
なら！優しいアドバ
イスと裏腹に厳しい
計画管理が特徴。

AK コーチ
英語は最も効果
の高い自己投資
の一つです。
やるかやらない
かです！

 コーチ #G005

Jayaコーチ
インドの英語が
理解できるか !?
ビジネス最前線の
英語をチェック

 コーチ #G005

Edコーチ
ビジネス英語力
もここまで来た
ら本物！しかも
ロジカル。

 コーチ #G005

Nozomu
コーチ

人事のプロ！
国際企業へ就活
アドバイスも

◆語学：英語Only（インド出身）
◆仕事：GAFAで顧客分析の責任者
◆分野：最先端のData Analytics
◆講義：インド人からみた日本人英
語とカルチャーの話ほか。

◆語学：英語（フランス語Native）
◆ビジネス英語完璧のフランス人
◆日本滞在３年以上あり
◆講義：英語環境で日本人に知って
いてほしいビジネスマナーほか。

◆日本語中心セミナー
◆仕事：外資系人事部門責任者
◆分野：組織管理、組織心理学
◆人材を採用する責任者の立場から
みた必要な英語力・人物像とは！
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現役外資系企業のリーダーによる実践英語＋αセミナー例

※セミナー内容と時間は毎月変わることがあります。

回 日程 時間
※変更の場合あり

業種・
役職（勤務地）

セミナーテーマ（予定）
※内容は多少変更の場合があります。

セミナー
言語

1 土 17:00-18:20 外資系副社長
日本人があまり気づいていない英語コミュニケーションの
秘訣！（基本編）

日本語
/ 英語

2 日 10:30-11:30 外資系人事部長
外資系人事部長が語る『採用したいが学生・採用したい20
代経験者と、必要な英語力』

日本語メイン

3 土 17:00-18:20
TOEIC満点
英語講師

アメリカドラマを使っての英語学習法！
日本語
/ 英語

4 日 10:00-11:00 GAFA
マネージャー

GAFAの現役社員が語る、働く環境と人物像。社内で必要
な英語力とは。

日本語メイン

5 土 10:00-11:00 GAFA部門長 インド人の英語が聞き取れるコツ！ 英語

6 日 17:00-18:00
パリ在住
ディレクター

ビジネス英語完璧なフランス人が語る、日本人が知らない
コミュニケーション時のマナー

英語

7 土 10:30-11:30
日系大手

シンガポール在住
海外・アジアで働くための日本人の英語力とキャリア形成 日本語メイン

8 日 10:00-11:20
外資系
副社長

日本人があまり気づいていない英語コミュニケーションの
秘訣！（続編）

日本語
/ 英語



11現役外資系企業のリーダーによる週末セミナーの様子



12セミスパEnglish
駆け抜ける４週間！ 毎日必ずやること！

②
毎日届く動画素材を

20回音読→１回分録音して
担当トレーナーに送る

＜リスニング力・読解力・会話予測力＞

①
平日オンライン英会話

＜アウトプット＞

④
学習記録をつける
＜成果を確認＞

③
アプリを活用した学習

＜語彙・文法＞



13毎日届く音読用動画がすごい
自分の声をAIが分析！どの単語をどう発音すればいいかわかる。

※グローバルクリックは、日本初（唯一）のVoiceTube正規代理店です。
（2020.7月時点）

分析 チェック
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セミスパEnglish

1週間のスケジュールイメージ（1日3時間学習の例）

月 火 水 木 金 土 日

午後

夜

◆各自のスケジュール、忙しさによって通勤通学時間なども活用して、自由に学習計画可能！

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

英会話
40分+

音読15分 音読15分音読15分音読15分音読15分

文法30分 文法30分文法30分

文法30分文法30分

単語20分 単語20分単語20分

単語20分単語20分

午前

お休み
自由時間

お休み
自由時間

オンライン
セミナー

80分

オンライン
セミナー

80分

音読15分

※オンライン英会話では、宿題や復習時間を別途各レッスンごと10分～15分想定。週末セミナーは時間指定あり。



15セミスパEnglish
卒業課題はプレゼンテーション！初心者でも大丈夫。

与えられたテーマに関してのプレゼンテーションを
自分の説明音声入りで作成！（生涯使える実践力を養えます。）

例

※プログラム修了証も
発行します



16セミスパEnglish
プログラム参加者の声（2020年6月・7月参加メンバーから）

Yutoriさん
早稲田大学国際教養学部

習慣化することの大切さを教えてい
ただきました！VoiceTubeなどを用
いて楽しく続けやすいことも良かっ
たです。スピーキングかなりアップ。
英語だけでなく、プレゼンテーショ
ンのスライドの作成メソッド、学習
計画の効果的な立て方など言語を越
えた技術も教えていただけたことも
よかったです！
今回は4週間でした
が、2ヶ月くらい
やってもいいな
と思いました！

Yuiさん
青山学院大学国際政治経済学部

オンライン英会話と毎日の音読課題
で会話力の向上を実感できました！
毎日の動画配信も面白いしためにな
り、自分の声を録音して分析もして
くれて、ほんとすごいと思いました。
音読を録音して提出しなくてはいけ
ないのが逆にいい感じです。
英会話も先生がとても丁寧な教え
方で楽しみながら
できました！
特にリスニング
のスコアもあがっ
て驚きです。

Ryotaroさん
京都外国語大学英米語学科

プログラム４週間はとても充実して、
楽しみながら受けることができまし
た！特に専属の英語の先生が2人もい
て、毎回レッスンを行うごとに仲良
くなって、英会話レッスンがとても
楽しみでしかたなかったです！
音読も毎日届いてちょうどいいです。
週末セミナーも、ネイティブや現役
の外資系リーダー
のビジネス英語
を生で感じられて
とてもためになり
ました。



17セミスパEnglish
オンライン・キャンパスプログラム

（週末のZoomセミナーの様子）

✓毎週月曜入学・スタート！
✓個人で参加もちろんOK!

✓仲間と参加、サークルで参加もOK!

✓大学の特別英語メニューとしても最適！
（団体様向けメニューもございます。）

今までなかった、
実践的英語学習で
留学並みの成果を！

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

◆お申し込みフォーム

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


18
代表者・本プログラム開発者の略歴

✓ 代表者 ：薗田浩樹 Hiroki Sonoda

✓ 所属 ：株式会社グローバルクリック、代表取締役

✓ 主な学歴等 ：青山学院大学大学院国際政治経済研究科国際コミュニケーション専攻
INSEAD経営大学院（仏）シニアエグゼクティブプログラム修了
コンコルディア大学（カナダ）TESOLコース修了

✓ 主な職歴 ：外資系企業の経験４社20年

・アーサーアンダーセン（当時世界最大のコンサルティングファーム）経営企画・財務経理マネージャー
・ランスタッド（世界最大の人材サービス企業）日本市場での立ち上げ、財務経理本部長
・カタリナマーケティング（米国デジタルマーケティング）取締役財務経理本部長、社長室長
・マッキャンワールドグループ（米国大手広告代理店）日本支社CFO

：現在、(株)グローバルクリック代表、大学非常勤講師（必修英語・ビジネス英語・経営管理論ほか）

TESOLコースでの100%英語の
模擬授業の様子

毎年夏休み・春休みの大学生向けセブ島留学
英語強化プログラムの現地での様子
（説明しているのが代表の薗田）

国際資格TESOL認定書
（カナダ・コンコルディア大学）



19セミスパEnglish
オンライン・キャンパスプログラム

今までなかった、
実践的英語学習で
留学並みの成果を！

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

◆お申し込みフォーム

◆料金：4週間120,000円 を84,000円（税抜き）8月末までのお申し込み30名様限定特別料金

※4週間以上、英会話レッスン回数を増やしたい方などもぜひご相談ください。

※上記に含まれる学習内容
平日毎日マンツーマン英会話２コマ（１回40分・合計40コマ）、毎日の音読素材動画、Oxfordのレベルチェッ
クテスト（プログラム前後）、外資系リーダーの週末セミナー（最大10回開催）、VoiceTubeの有料メニュー３
か月分、プレゼンテーション課題作成指導、専属トレーナー制度、その他お申し込み特典。

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


20

英語力プラスαで

グローバルに, 未来に

ステップアップ！

グローバルクリック・会社概要

 会社名 : 株式会社グローバルクリック

 設立 : 2019年2月（セブ島留学事業開始は2014年10月）

 設立理念 : 『英語力プラスαでステップアップ！』を支援

 事業内容 : グローバル人材育成, セブ島留学, 英語学習, 就活/転職事業

 代表者 : 薗田浩樹（外資系企業役員出身・大学英語講師）

 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

 インスタ : cebucebu, globalclickenglish

 資本金 : 3000万円

 取引銀行 : 三井住友銀行青山支店

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
https://global-click.jp
https://www.instagram.com/cebucebu/
https://www.instagram.com/globalclickenglish/

