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海外に行かなくても国際性も企業にアピール！

“ 全国の大学生主体 “ の .

グローバル人材育成参加型就活準備プログラム

The NEXT
プレミアム

2022.8 ver.2.0

’24卒・’25卒
参加メンバー募集開始！



The NEXTプレミアム
国際企業・外資系企業を狙うグローバル人材育成参加型の就活準備プログラム

‘22年8月募集開始!
国際企業・上場企業・外資系企業を
目指す大学２,３年生,大学院生向けの

学生主体の就活準備プログラム（２期生募集）

‘24卒・’25卒の学生100名募集！
一般メンバー・選抜メンバー

’24・25卒
参加メンバー募集開始！

◆The NEXTプレミアムは、経済産業省の助成金を受けて2021年10月に
立ち上がったグローバル人材育成育成型の就活サポートプログラムです。



1. 自分に必要な就活準備の方法とその情報を得る

The NEXTプレミアム
３つ目的

2. 自分のアピール材料を積極的に作る・見つける

3. 国際企業・外資系企業に内定した現役４年生や
企業で活躍する先輩からアドバイスをもらい、
自分の就活と未来について考える

◆The NEXTプレミアムは、経済産業省の助成金を
受けて2021年10月に立ち上がったグローバル人材
育成育成型の就活サポートプログラムです。



The NEXTプレミアム（※１）

３つの特徴

３．国際企業内定の現役４年生・全国の仲間に会える

就活はほとんどの大学生にとって未知の世界です。すでに国際企業からの内定
を得た他大学の先輩からのアドバイスや全国の大学生の仲間との出会えます。

２．事務局推薦で書類選考なしでインターン・面接へ！

まだ2年目で参加企業が少ないですが、参加学生の活動次第で外資系コンサル
や日系国際企業、GAFAなどに事務局推薦で進める場合があります。（※2）

1．全国の大学生が主体的に活動するプログラム！

国際系・外資系のみならず、就活準備に向けて積極的にプログラムの企画や
運営にも参加できます。海外に行かなくても国際感覚・国際性をアピール！

※1. The NEXTプレミアムは、基本的にすべてオンラインでのプログラム運営です。全国・全世界から参加できます。
※2.  応募できる企業は毎年変わります。具体的には説明会やプレミアム実施の中で随時ご案内致します。

また、応募は原則として選抜メンバー優先となります。

外資系企業・国際企業の
人事担当の方のセミナー例
（2022年1月～3月）

↓

某日系大手食品業界の採用担
当の方が講師のセミナー

某大手外資系エンターテインメント企業
人事役員方が講師のセミナー



’24・25卒
選抜メンバー募集開始！

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム

グローバルクリック
事業展開と理念

English and beyond
英語力、そしてその先へ



◆The NEXTプレミアム・事務局メンバーご紹介（一部）

’24・25卒
参加メンバー募集開始！

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム

Anmiさん
白百合女子大学文学部４年生
ビーチクリーンの学生団体設立・主催
ミスジャパン高知県代表
広告代理店に就職予定
（The NEXTプレミアム１期生）

Shotaさん
中央大学法学部４年生
外務省国際問題プレゼンコンテスト2位
YOUTH気候変動政策コンペティション1位大手
大手自動車メーカーに就職予定
（The NEXTプレミアム１期生）

Suzukaさん
慶応義塾大学経済学部４年生
趣味はテニス・旅行
特に旅行以外の海外経験はなし
大手総合商社に就職予定
（グローバルクリックで社長秘書インターン）

Yumeさん
松山大学人文学部英米文学科4回生
パリ・アラスカ・シンガポールなど世界
での滞在経験豊富
大手航空会社系に就職予定
（The NEXTプレミアム１期生）

Shogoさん
京都大学大学院
生命科学研究科修士課程２回生

製薬企業に就職予定
（The NEXTプレミアム１期生）

運営メンバーは国際企業内定の先輩（プログラム１期生・現４年生）や
外資系で活躍する週末セミナー講師など多彩な顔触れ

Tokaさん
早稲田大学社会学部４年生
体育会アーチェリー部（東京都３位）
裏千家茶道資格
大手エネルギー会社に就職予定
（The NEXTプレミアム１期生）



１期生選抜メンバーの内定企業（一部ご紹介） ’21-’22

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム



The NEXTプレミアム
こんな学生はぜひ参加を！

２つ以上あてはまればぜひ参加してみてください！
国際性・国際感覚＋αをアピール、成功する就活準備に

※The NEXTプレミアムは、サブスクリプション型（有料メニューと無料メニューあり）の国際系就活サポートプログラムです。
基本的にオンラインでメニューを進めますので全国どこからでも参加できます。

就活準備の進め方、
自分の志望業界が
よくわからない

実際に国際企業に
内定者した先輩の話や
アドバイスがほしい

国際企業や
外資系企業の内定
をとりたい！

就活準備で
アピール材料・

(ガクチカ)がほしい



The NEXTプレミアム
スケジュール

毎週１時間ほどの参加からOK！
海外に行かなくても国際性・国際感覚をアピールのひとつに！

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

グローバル人材・理解編
英語活用の理解・国際コミュニケーション資格

TOEICスコア準備（理解編は9～12月と2～5月の２期開催）

グローバル人材・体験編
世界の学生との国際交流に参加

自己アピールサイト作成・自主企画の国際活動など

グローバル人材・実践編
国際系・大手内定の現役４年生が就活準備アドバイス
大手企業・外資系企業の先輩による週末セミナー

自己PR / ガクチカ添削・模擬面接

事前準備

実践準備



◆活動内容
① 3種類の週末セミナー（※１）に積極的に参加
②企業主催のインターン参加（参加には応募要件あり）
③ NEXTプレミアムに参加する全国の学生と交流

※1. ①国際企業内定の現役４年生のセミナー、②国際企業で活躍する先輩のセミナー、
③企業の人事・採用担当者が講師をするセミナーがあります。

また、プログラム中は、国際企業・外資系企業内定の４年生・大学院生や、企業で活躍する先輩に直接アドバイスももらえ
ます。（事務局経由で予約制）

◆活動内容
① ”国際言語としての英語”を理解する
②国際コミュニケーション資格取得
（①・②はそれぞれ８回援前後のミニ・レポート課題あり）

③ TOEIC® L&Rスコア＋150対策など英語準備

※グローバルビジネスコミュニ
ケーション協会の講座を受講
できます。提出レポートへの
フィードバックコメントでは
専門分野の大学教授から直接
コメントをもらえます。
（無料と有料メニューがあります）

◆活動内容
①世界の大学生との国際交流
②参加学生自らが国際交流などを企画し運営
③自己アピールサイトの作成

・すべてオンライン実施
・各回の参加人数限定あり
（一部有料メニューもあります）

The NEXTプレミアム
就活準備へのメニュー概要

グローバル人材理解編 グローバル人材体験編

グローバル人材実践編



◆グローバル人材理解編：英語力と国際感覚を磨く週末セミナー

グローバル人材育成型の就活準備プログラム

The NEXTプレミアム

✓セミナーはZoom開催。
✓全員ビデオオン必須です。
✓参加は事前申告制
✓無断欠席は次回以降参加できないこと
がございます。
✓日程の変更の場合もございます。

※理解編のセミナー開催は、
主に夏休みと春休みです。

そのほか、
・国際系内定の４年生のセミナー
・国際企業の先輩のセミナー
・国際企業の人事担当のセミナー
は９月～3月で順次開始します！



◆グローバル人材理解編：国際コミュニケーションの基礎を学ぶ

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム

The NEXTプレミアムでは、学術協会のグローバルビジネスコミュニケーション
協会と連携して、２つのプログラムを
運営しています。

①国際言語としての英語 ② ICMP（国際コミュニケーション資格）
international communication management professional

国際言語である「英語」をどう活用
するか、英語学習を超えた考え方や
文化の違いをどう理解して世界の
人々とコミュニケーションしていく
か、グローバル人材としての基本的
理解を養います。

※週に１時間ほど学習。約２カ
月のプログラムを通じて、
研究分野の教授が直接コメント
を個別にします。

国際コミュニケーション資格がプロ
グラム終了とレポート課題提出で取
得でき、履歴書に記載できます。

※①のプログラムを参加した学生のみ②に進むことが

できます。期間約２カ月（学習時間目安：週１時間）

https://gbcj.jp/

※国際コミュニ

ケーション資格の
申請には別途5,500

円が必要です。

◆参加費用：選抜メンバー無料、一般メンバー・特待生メンバーは学割8,800円（①＋②）（全員：書籍各自購入）

https://gbcj.jp/


◆グローバル人材体験編：国際交流

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム

世界の大学生との交流やテーマ別交流会、更にはThe NEXTプレミア
ムメンバーの自主企画の国際交流などを通じて、海外に行けなくても
国際感覚を得たり国際的活動を行いながら就活準備を進めます。

★2022年秋～2023年春までの活動予定
※すべてオンライン

・フィリピンの大学生とのSDGs学習とプレゼンテーション作成
・スウェーデンの大学生とのウクライナ問題について討議
・アメリカの学生と気候温暖化について議論
・タイの大学生とわかりやすい日本語で交流
・オランダの大学生と文化の違いについて討論
（そのほか参加メンバーの自主企画もサポート）

※内容変更の場合あり。一部有料プログラムも含まれます。



★国際企業内定の現役４年生のセミナー（9月以降順次開催）

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム

✓セミナーは主にZoomで開催。 ✓全員ビデオオン必須です。 ✓参加は事前申告制
✓日程の変更の場合もございます。 ✓無断欠席は次回以降参加できないことがございます。

★国際企業の先輩編・人事担当者のセミナー（10月以降順次開催）

そもそも就活って何からはじめたらいいのか、業界分析をどう進めるか？など、国際企業内定
の先輩から就活の進め方も伝授！今年や昨年、新卒で国際企業に就職した先輩も登場します！

基本的に毎週土日のどちらかにオンラインで開催します。某有名外資系人事役員や上場企業の採用担当の方が講師をするセミ
ナーもあります。（スケジュール確定次第随時ご案内となります。録画公開はないのでリアルでの参加が必須です。）

◆グローバル人材実践編：国際企業人のセミナー・就活アドバイス

外資系企業の人事役員さんが講師のセミナー例 ↓ (2022年2月）マーケティング企業のフランス本社講師のビジネス
英語体験セミナー (2022年3月）↓



◆全国の国際系・外資系を目指す大学生とつながる

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム

The NEXTプレミアムでは、定期的にメンバー交流会を開催します。
全国の大学・大学院生と情報交換や企画の立案と実施などを通じて、
より密度の濃い、充実した就活準備と活動になります。
就活中に仲間を見つけることは、経験した先輩からもお勧めの声が多いです！

※交流会も原則すべてオンラインです。

大学/大学院・学部問わず

‘24・’25卒対象

国際企業・外資系企業志望

英語力問わず（努力は必要）
↑ １期生メンバー（’23卒）の定期交流会の様子



The NEXTプレミアム
参加する価値・活用方法は？

就活準備を効率よく

進めるペースメーカー
として活用

就活準備をする他の大学
の仲間や先輩との交流の

機会をつくりたい

プログラムへの参加を通じて

国際性・国際感覚も
アピール材料に

国際企業に内定した先輩や
実際に働いている先輩の話を

リアルな情報源として

◆NEXTプレミアムを就活準備のひとつとして有効活用できます！

国際性・国際感覚＋αをアピール、成功する就活準備に

※The NEXTプレミアムは、サブスクリプション型（有料メニューと無料メニューあり）の国際系就活サポートプログラムです。
基本的にオンラインでメニューを進めますので全国どこからでも参加できます。



★応募要件 ‘24卒・’25卒で下記を満たす方

1. 将来、国際的な企業/環境で働きたい学生
2. 英語が好きもしくは得意、学習したい学生
3. 個人としての成長意欲が旺盛な学生
4. 自分の未来/将来を見つけたい学生

『選抜メンバー』・『一般メンバー』があります。

以上の要件を持った大学生がThe NEXTプレミアム積極的に参加して、
６ヶ月～８カ月かけてメニューを実施しながら就活の準備を進めます！

※大学生・大学院生のみ参加可能。選抜メンバーは優先的にプログラムや企業主催のセミナーにご案内します。
また参加メンバーから外資系企業や国際企業の面接に事務局から推進されることもあります。

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアムへの参加

100名限定募集



★あなたは選抜メンバー、一般メンバーどちらにしますか！？

大学生主体の国際系就活サポートプログラム

The NEXTプレミアム
選抜メンバー

100名募集

参加会費
入会～‘23/４まで

各種週末
セミナー

国際
交流

グローバル
人材理解編

就活
相談※1

自己PR

サイト
＋交流会

英語
TOEIC対策
全メンバー共通

一般
メンバー

初月お試し 0円
月額 990円

✓２カ月目のみ2980円
✓理解編の書籍代別途

参加OK

※一部に人数
限定あり

参加OK
一部有料

参加可能
学割料金適用

8,800円

月に
1回まで
（予約制）

サイト作成
&メンバー
交流会参加

OK

英語学習
相談無料

模擬テスト
無料

（３回まで）

学習メニュー
の提供あり
（希望者）*3

有料メニューは
特別学割価格を
適用！

選抜
メンバー

初月のみ8,800円
月額 3,300円

✓一般から切り替えOK

✓理解編の書籍別途

すべて
参加
OK

すべて
参加OK
企画運営にも
参加OK

原則参加
（会費込み）

随時
OK

（予約制）

サイト作成
“選抜” flag

&メンバー
交流会
参加OK

選抜
特待生

入会金 0円
月額 0円 ※2

※理解編の書籍代別途
すべて
参加OK

参加OK
一部有料

参加可能
学割料金適用

8,800円

月に
2回まで

サイト作成
&メンバー
交流会
参加OK

※1. 『就活相談』は、現役４年生や国際企業で活躍する先輩から就活アドバイスやガクチカ・志望動機のチェック、事務局への一般的な
相談、セミナー講師への直接の個別質問などがあります。事務局を通じて調整します。公式ラインからの事前予約制で2回先まで予約可能。

※2. 『選抜特待生』は、事務局代表の推薦が必要です。また、プログラム無断欠席や事務局への返信が2日以上ないなどの場合には
ペナルティとして選抜メンバーの課金となることがあります。

※3.  英語メニューについては、学習メニュー提供には無料と有料学割料金のものがあります。TOEIC＋150点アップを主に目指します。

※「選抜メンバー」は履歴書に記載
してアピールにもなります。

８月・９月セミナー参加無料！
まずは無料登録からもOK！

（２か月目からのサブスク決済登録を最初に必要）



The NEXTプレミアム
＝参加方法ご案内＝

★The NEXTプレミアムに参加するには、
下記の３つのステップです。
（２期生定員枠100名になり次第、２期生の募集を終了します）

STEP-1 STEP-2

決済登録後
エントリー
完了

&

プログラム
開始

ENTRY

シート記入

Zoom

説明会に
参加

公式ライン
からメッセージ

※STEP-1とSTEP-2は、順番が逆の場合もあり。どちらでもOK！
公式ライン追加後、事務局からエントリー用の記入URLと会費クレジット決済ご案内をお送りいたします。

STEP-3

@191vahgp

説明会＆
LINE登録



会社概要

 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！】
誰でも気軽に世界をめざし自分と社会の未来を創る

 事業内容 : オンライン英語学習・語学留学・海外インターン・就活支援

 代表者 :  薗田浩樹（外資コンサル出身・大学講師）

 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

 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

:  グローバル人材育成教育学会

 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。

@191vahgp

The NEXTプログラム事務局

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


◆『TOEICスコアの準備』できていますか？

就活においてTOEICスコアは意外と重要！

The NEXTプレミアムでは、最低700点、基本は800点以上を推奨・サポートしています。
スコアアップに効果抜群の英語メニューを、ネクスト学生に特別学割価格でご提供。

グローバル人材育成型の就活準備プログラム

The NEXTプレミアム（お知らせ）

◆３ヵ月でTOEIC＋150点【セミスパEnglish】 ◆リスニング対策の【VoiceTube配信コース】

◆特別学割：セミスパEnglishは月額16,500円（6回払い）から
VoiceTubeコースは月額2,200円（６ヶ月継続）※詳しくは事務局まで

https://semispa.global-click.jp/
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グローバル人材育成参加型就活準備プログラム
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The NEXTプレミアム事務局

電話：03-6625-4071

メール：info@global-click.jp

※テレワーク推奨期間は下記に
転送されます。

080-5054-1977（代表者直通）

◆お問い合わせ・エントリー

公式ライン→→ →
（The NEXTプレミアム事務局）

@191vahgp


