
セミスパEnglishスペシャル版

TOEICチャレンジ
TOEIC対策に特化した短期集中のオンラインプログラム！

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

TOEIC+100点以上
最短１ヵ月で
目標達成！

5/24～6/14スタートの先着２０名様
特別価格でご案内版！



2021

最大5000問
の実践練習

AIが弱点問題を
優先出題！

TOEIC

特化型
+100点を狙う

１カ月で
TOEICプラス100点を狙う！

専任の学習
アドバイザー

TOEIC900点以上で
留学経験あり

TOEICチャレンジ特別キャンペーン



2021

1. TOEICスコア

100点アップしたい！
最短１カ月、平均２ヶ月で達成。

2. 忙しいけど毎日１時間
なら時間とれそう！
効果的な学習メニューに集中！

3. 勉強方法がわからない
TOEIC900点以上の学習アドバイザーが
個別に学習計画をサポート！

スコアアップ最短コースの
学習メニュー！

TOEICチャレンジ特別キャンペーン



TOEICチャレンジ 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
とテスト対策学習メニュー

TOEIC900点以上の

専任学習アドバイザー
による学習計画とサポート

5000問のTOEIC実践問題で
AIが弱点問題を優先的に出題！

8000種類の音読動画で
AIリスニング対策学習
（英語脳に近づく！）
スピーキング力もアップ

TOEICチャレンジ特別キャンペーン



個人ごとの専用学習メニュー

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！

TOEICチャレンジでは、隔週でのZOOMによる学習状況確認と、

事務局含めたグループラインで、日々の学習を応援！

2021

学習計画
の例

TOEICチャレンジ特別キャンペーン



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
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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)



★5000問のTOEIC問題から
パート別に弱点問題の傾向を
AIが優先的に出題！

TOEICチャレンジ特別キャンペーン

◆TOEIC対策問題5000問は、

スマホでもパソコンでも学習可
能です！

◆学習状況は、学習アドバイザーと
事務局が把握していますので、さぼ
らないように^^

◆TOEICのスコアをこのアプリが
毎日AI判定。スコア誤差+/-20点！



＜１週間の学習例＞

月 火 水 木 金 土 日

AI搭載

リスニング
問題20分

午前

午後

夜

単語 20分

文法 30分

学習アドバ
イザーとの
Zoom 40分

復習・

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！
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AI搭載

リスニング
問題20分

AI搭載

リスニング
問題20分

AI搭載

リスニング
問題20分

AI搭載

リスニング
問題20分

AI搭載

リスニング
問題20分

単語 30分
単語 20分

単語 20分単語 20分

単語 30分

単語 20分

文法 40分

文法復習
40分

AI搭載
長文問題

25分

単語 30分

単語 20分

単語 20分単語 30分単語 20分

AI搭載
長文問題

25分

AI搭載
長文問題

25分

AI搭載
長文問題

25分

AI搭載
長文問題

25分

音読 10分 音読 10分 音読 10分 音読 10分

AI搭載
長文問題

25分



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

✓ Chiemi
：昭和女子大学英米文学科卒
ロンドンとボストンに留学経験

：オーストラリアの外資系企業勤務経験あり
：TOEIC970点

✓ 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、
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も活躍中！



セミスパEnglish・TOEICチャレンジ体験者の声

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795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特別版

TOEICチャレンジ・特別料金表
５/24～6/14スタート限定・20名様先着（税込）

コース名 １カ月集中
TOEIC模擬テスト２回

２ヶ月標準
TOEIC模擬テスト３回

３ヵ月保証
TOEIC模擬テスト5回

料金
（税込）

38,000円

19,800円
72,000円

36,300円
104,,000円

55,000円

各コース
共通

・TOEIC模擬テスト（スタート/終了時＋毎月）
・AI搭載TOEIC問題5000問パート別学習
・8000種類のAI学習動画・リスニング強化
・単語と文法テスト週末配信
・学習アドバイザーによる学習計画とサポート
（隔週でZoom面談・LINEサポート）

スコア100点
アップ保証

= 限定20名様 =

入学金80%off

16,500円→ 3,300円

※追加で１カ月の場合には、１カ月コース料金が適用されます。（2021年７月末までに追加お申込み分までのキャンペーン料金）人数に達しましたら受付終了です。

※保証コースは、TOEIC模擬テストもしくはAI
搭載アプリで100点以上アップしない場合に、
追加１カ月の5000問学習が継続できます。
※ひと月平均50時間のAIアプリ学習が必須です。



TOEICチャレンジ
特別キャンペーン期間

受講開始日

※毎週月曜日スタート！
（キャンペーン料金期間のスタートは下記のみです）

５月 24日,  31日

６月 7日,  14日



TOEICチャレンジ・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/

※お申込みの際に、１カ月コースご希望の場合にはメモ欄に【１カ月希望】とご記載ください。
※コース設計、スタート時期調整などもお気軽にご相談ください。

まずは公式ラインで
ご相談ください。

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

TOEICチャレンジご案内

2021

株式会社グローバルクリック
セミスパEnglish・TOEICチャレンジ運営事務局

公式LINE ID：

658kmioh
英語力＋αのグローバルクリック


