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追記

目安＄5ご-、ご/冊
割引キャン ーン有！

ーム テイ個室
朝食付

SどVIS費含

ﾚｰﾄ＄=120

追記
5週間以上 無料！

最安値プラン

追記
目安 月＄、ごご

目安 月＄、ごご

●コー 開始3ヶ月前 申込 を 願いし す 3ヶ月を 申込 場合 緊急⼿配料を別途頂戴い し す

St. にiles Internati【nal ュー ー
時期 よ 授業料割引 ャンペーン等 あ ます ャ ア ン 問い合わせく さい！

学費・ビ ・滞在費用 4週間 24週間 4。週間

学校教材費・設備費 ー ー ー
授業料 $さ,5ご4 $6,6ごご $さ2,96ご

ビ 不要⼀般英語
週20 ッ ン

学生ビ 要⼀般英語
週20 ッ ン

学生ビ 要⼀般英語
週22 ッ ン

学校申込⾦ $さ5ご $さ5ご $さ5ご

学生ビ 申請費 ー $36ご $36ご
小計US$ $3,029 $。,4。5 $14,。45

滞在⼿配費 $95 $95 $95
滞在費

ーム テイ4週間
$さ,2。ご $さ,2。ご $さ,2。ご

プ ラム⼿配費 む35,ごごご ¥0 ¥0
海外通信送⾦費 むさご,。ごご むさご,。ごご むさご,。ごご

小計 日本円  ¥363,4。0 ¥1,01。,200 ¥1,、。1,400

渡航前 費用 4週間 24週間 4。週間

海外留学生保険料 むさ9,64ご むさご。,ごさご む223,さ2ご
 小計 日本円 ¥1。5,440 ¥2、3,。10 ¥3。。,920

ビ 申請 ポート むご む35,ごごご む35,ごごご
往復航空券 目安 むさ2ご,ごごご むさ2ご,ごごご むさ2ご,ごごご

現地生活・交通費 $、ごご $4,2ごご $。,4ごご

 小計 US$ $、00 $。,400 $16,。00

渡航後 費用 4週間 24週間 4。週間
アアパート滞在費 ー $4,2ごご $。,4ごご

●プ ラム費⽤ 教育機関等 都合 為替 ート変 よ 予告 く変更 す 最新料⾦ つい 問合わせく い

全体的 留学費用概算 上記 ＋ ＋ 合計を目安 し く さい
注意事項 上記 あくま 概算 す 最新 学校料⾦・ ャンペーン情報 ャ ア ン ま 問い合わせく さい

●滞在費 オフ ー ン 料⾦ す 夏季 繁忙期 追加費⽤ す
● ント ャイ ⼿配 ーム テイ 日曜日 さご-23時 チ ッ イン 必須 す さ。歳未満 別途追加費⽤ す
●上記留学生保険料⾦ 代表的 プラン料⾦を参考 し 掲載し い す 補償内容・ 契約プラン よ 保険加⼊料 異 す
●上記 含 い費⽤：空港送迎・現地 ポート費⽤ オプ ョン ービ 追加 問い合わせく い

まず 相談

電話･来社で

無料カウンセ ング

お見積作成依頼

お気軽にお申付け

く い。

プ ンが決定し ら

留学開始

3ヶ月前を目安に

ら 留学プ ンに興味がある方 ・・・・

株式会社 ャ ア ン  エエエ.career-ex.c【m
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-3 LEAにUE303
電話：03-62、。-。、50 なAX:03-6264-15、。 E-mail：inり【@career-ex.c【m



St Giles International

・　モダンで最新の設備が揃った学校

・    エンパイア・ステートビルに隣接しニューヨークの 
　   中心、5番街にある好立地

・    活気溢れるマンハッタンの真ん中で学び、暮らす
　   体験ができる

このグラフは2016年度のデータを基に作成されており、国籍の割合は年や時期によって変動しますのでご了承ください。

セント・ジャイルス
ニューヨーク・シティ校

国籍の割合

その他 (46の国と地域) 20%

日本 18% スイス 10% ブラジル 7%

韓国 14% トルコ 8% フランス 6%

コロンビア 6%

イタリア 4%

台湾 4%

ドイツ 3%

収容人数

400名

教室数

32室

最低年齢

16歳以上
(プラチナコースは

21歳以上）

平均年齢

27歳

クラスの平均人数

10名
(最大12名、プラチナ
コースは5名、ビギナー
コースは8名)

設備
自習センター
コンピューターと無料Wi-Fi
スチューデント・カフェ
エグゼクティブ用プラチナセンター
インタラクティブ・ホワイトボードを
全教室に完備

所用時間
JFK国際空港 : タクシーで60分
ニューアーク・リバティー国際空港 : 
タクシーで60分
最寄り地下鉄駅: 徒歩5分
ホームステイ: 地下鉄で35-60分
レジデンス: 地下鉄で25-30分
ホテル:  地下鉄や徒歩で15-30分



St Giles International

・　学生をフレンドリーに迎える温かい雰囲気のモダンな
       学校

・    街中心部で多くの有名な観光地にも近い、最高の立地

・     アメリカでも有数のコスモポリタンで活気に溢れる、
        国際色豊かな街

このグラフは2016年度のデータを基に作成されており、国籍の割合は年や時期によって変動しますのでご了承ください。

セント・ジャイルス
サンフランシスコ校

国籍の割合

その他 (49の国と地域) 26%

日本 15% 韓国 9% トルコ 7%

スイス・ジャーマン 13% フランス 8% ブラジル 6%

イタリア 6%

スイス・フレンチ 4%

台湾 3%

ドイツ 3%

収容人数

390名

教室数

37室

最低年齢

16歳以上
(プラチナコースは

21歳以上）

平均年齢

27歳

クラスの平均人数

10名
(最大12名、プラチナ
コースは5名、ビギナー
コースは8名)

設備
自習センター
コンピューターと無料Wi-Fi
図書室
スチューデント・カフェ
エグゼクティブ用プラチナセンター
インタラクティブ・ホワイトボードを
全教室に完備

所用時間
サンフランシスコ空港(SFO):
BARTで35分
ホームステイ: BARTかバスで35-
50分
レジデンス: 徒歩かバスで10-30分
ホテル:  徒歩かバスで5-30分



average Facebook rating (4.8) average Google+ rating (4.5)

St Giles International

セント・ジャイルス
を選ぶ理由

セント・ジャイルスでは世界各国から集まった留学生と一緒に海外生活を満喫
しながら、実戦で使える英語をより早く、効果的に学ぶことができます。

セント・ジャイルスを選ぶ理由はさまざまですが、代表的な例は次の通りです。

・    楽しみながら短期間で英語が身につく
       受講生中心のレッスンを行っている
　   

・    創設者より受け継がれてきた伝統と
　   校風を大切にしている

・　質の高い英語教育を60年以上に
 　  渡って提供し続けている

・   レッスンや設備において良質安価である

セント・ジャイルズ・インターナショナルは、イギリスのブリティッシュ・カウンシル、アメリカのCEA、カナダのランゲッジカナダによって英語語学学校とし
て認可された学校で、定期的に教育方法の審査を受けています。 これらはそれぞれ授業やサービスの品質基準が高く保たれているかどうかを審査する
独立した第三者審査機関です。 更にアメリカのセンターはAAIEP、 セント・ジャイルズのイギリスのセンターはEnglish UKのメンバーでもあります。ロン
ドン・セントラル校とブライトン校は、2016年にIndependent Schools Inspectorate（ISI）によって審査を受け、Tier 4スポンサーの資格を有する学校とし
てUKVIに認可されました。 セント・ジャイルズ・インターナショナル ・イーストボーン校（2013年4月審査）と セント・ジャイルズ・インターナショナル ・ロン
ドン・セントラル校（2014年12月審査）は、授業方法、プログラム、コース構成、教材、テストと学生の評価方法のすべてが高い基準を満たしていると評価
され、EAQUALS認定を取得しました。 セント・ジャイルズ・インターナショナル ・バンクーバー校はブリティッシュ・コロンビア州政府が高い教育基準を満
たしていると判断した学校のみに認可するEQAの指定校です。このEQAは、同州に登録されている私立職業訓練機関の基本的な教育基準を設定し、高
い品質基準を確立することを目的とした PTIB認定によって保護されています。 

高い顧客満足度

平均97％以上の
受講生がセント・
ジャイルズを知人
に勧めたい、と
答えています



オプション 入学時のレベル 受講期間 BN EB LC LH NYC SF VN

St Giles International

一般
英語コース
一般英語コースは、日常生活におけるさまざまなシチュエーションにおいてより効果的に自信を持ってコミ
ュニケーションが取れるようになることを目標にデザインされています。

1-23週までの短期間で英語力を伸ばしたい方に理想的なコースで、セント・ジャイルスでのコース修了後
には以下のような成果が期待できるでしょう。

・　語彙量が増え、自信を持ってより流暢に英語を話すことができる
・　リスニング、リーディング、ライティングのスキルが向上する
・　英語の文法構造をより深く理解することができる

また、 グループレッスンとプライベートレッスンを合わせて受講することもできます。 学習成果を最大に引
き出すことができる上、グループレッスンで他の学生とともに学ぶ良さと、プライベートレッスンで個人の
ニーズに合わせてカスタマイズされた授業を受ける良さの両方を体験することができます。

*22レッスン/週はアメリカ校のみ受講可能  
** Common European Framework of Reference for Languagesの略。 ヨーロッパ言語共通参照枠に準ずる英語力レベルの基準

グループ　28レッスン/週

グループ　20レッスン/週
(午前か午後)

グループ　22*レッスン/週
(午前か午後)

プライベートレッスン

ビギナー、20 (午前)、22* (午前) 又は 
28レッスン/週

1+週

1+週

1+週

1+週

2-4週

A1** (初学者)+

ビギナー+

ビギナー+

A1 (初学者)+

A1 (初学者)+



オプション 入学時のレベル 受講期間 BN EB LC LH NYC SF VN

St Giles International

英語資格試験
対策コース
セント・ジャイルスでは、国際的にも認知度の高いケンブリッジ英検 (FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL と
TOEICの試験準備対策コースを開講しています。

英語資格試験対策コースはこのコースだけでも受講することができるほか、インターナショナル・セメスタ
ー・コースの一部として受講することも可能です。 受験のテクニックや各試験の攻略法を学ぶほか、リスニ
ング、スピーキング、ライティング力の向上にも重点を置いています。 

セント・ジャイルス の英語資格試験対策コース修了後には以下の成果が期待できます。

*22レッスン/週はアメリカ校のみ受講可能

・　 試験を終えているか、受験の準備が整っている
・　 効果的な自習方法と、受験に必要なスキルを習得している
・　 総合的な英語力が底上げされ、自信もついている

ケンブリッジ英検 FCE, 20, 
22* or 28 レッスン/週

ケンブリッジ英検 CAE, 20, 
22* or 28 レッスン/週

ケンブリッジ英検  CPE, 20, 
22* or 28 レッスン/週

IELTS, 20 (午前) or 28 
レッスン/週

TOEFL, 20 (午前), 22* (午前) 
or 28 レッスン/週

6-13週

4-13週

8-13週

4+週

4-6週

C1/C2  (上級者/熟練者)

B1 (中級者)+

TOEIC, 20, 22* or 28 
レッスン/週

4週

B1 (中級者)+

B1 (中級者)+

B1/B2  (中級者/準上級者)

B2/C1  ( 準上級者/上級者)



オプション 入学時のレベル 受講期間 BN EB LC LH NYC SF VN

St Giles International

長期留学
コース
インターナショナル・セメスター・コース(ISC)
このコースは６ヶ月以上留学し、英語を勉強しながらイギリス、アメリカもしくはカナダでの生活を存分に
体験したい方向けのコースです。 ISCのオプションでは学生のみなさま一人ひとりのニーズに合わせプロ
グラムをカスタマイズすることができるほか、長期割引価格も適応されます。

セント・ジャイルス/INTO大学パスウェイ・プログラム
セント・ジャイルズの学生は、パートナー機関であるINTOを通して人気がありエキサイティングな大学進学
準備コースに出願することができます。 学生はまずINTOのファウンデーションコース受講に必要なIELTS/
TOEFLのレベルに達するためにISCを24週間以上受講します。 INTOのファウンデーションコースを修了し
た後にイギリスやアメリカの提携大学で学ぶ機会が与えられます。

ファスト・トラック大学パスウェイ・プログラム (サンフランシスコ)
ISCをサンフランシスコ校で受講する18歳以上の学生は、ファスト・トラック大学パスウェイ・プログラムを
利用して提携大学に直接出願することができます。

*22レッスン/週はアメリカ校のみ受講可能

インターナショナル・セメス
ター・コース, 20, 22* or 28 
レッスン/週

セント・ジャイルス/INTO大学
パスウェイ・プログラム

ファスト・トラック大学
パスウェイ・プログラム

24+週

24+週

24-36週

A1 (初学者)+

IELTS 4.0/4.5 またはTOEFL 
40/45

カレッジのコース開始の
6週間前にはC1 (上級者) 
レベルになることが条件



オプション 入学時のレベル 受講期間 BN EB LC LH NYC SF VN

St Giles International

専門
英語コース
専門英語コースは将来の学習やキャリアに役立つ英語力と経験を同時に得たい方を対象にデザインされ
たコースです。 単一のコースとして、またはインターナショナル・セメスター・コースのモジュールとして受
講可能です。

専門分野は以下の中からお選びいただけます。

・　一般英語とビジネス英語
・　集中ビジネス英語 (バンクーバー校のみ)
・　アカデミック英語
・　大学進学準備英語
・　一般英語とツーリズム英語

・　一般英語とアート＆デザイン英語
・　ボランティアでのインターンシップ (イギリス)
・　無償インターンシップ (サンフランシスコ)
・　ロンドン体験プログラム

一般英語とビジネス英語

集中ビジネス英語

大学進学準備英語

一般英語とツーリズム英語

一般英語とアート＆デザイン英語

2-12週

4週

4-12週

4週

1-4週

B1 (中級者)+

A1 (初学者)+

アカデミック英語

ボランティアのインターンシップ

ロンドン体験プログラム

4-24週

4週

8週

B1 (中級者)+

B1 (中級者)+

B1 (中級者)+

B1 (中級者)+

B1 (中級者)+

B1 (中級者)+



オプション 入学時のレベル 受講期間 BN EB LC LH NYC SF VN

St Giles International

プラチナ
コース
プラチナコースは、プロフェッショナルやエグ
ゼクティブ、もしくは年齢の高い方で、 短期間
に集中して英語力を伸ばしたい方を対象にデ
ザインされたコースです。 全てのプラチナコー
スでは受講者のニーズに合わせてカスタムメ
イドで授業内容を設定します。 プラチナコース
はブライトン校、ロンドン・セントラル校、ニュ
ーヨーク・シティ校、サンフランシスコ校とバン
クーバー校で開講しています。

プラチナコースをお申し込みいただく場合、 留
学の目的や授業へのご要望を事前に把握する
ためにアンケートをお送りいたします。 プラチ
ナコースのグループレッスンは受講いただく
学生全員の要望を総合的に取り入れた授業、
プライベートレッスンでは個人のニーズに合
わせてカスタマイズした授業を行います。

グループレッスン

プライベートレッスン

1週から

1週から

A1 (初学者)+

ビギナー+

2016年、 97% のプラチナ

コース受講生が、 コース

修了後のアンケートでこの

コースを知人に勧めたいと

答えました。



オプション 入学時のレベル 受講期間 BN EB LC LH NYC SF VN

St Giles International

英語教師資格取得
コース

ケンブリッジCELTA

ケンブリッジDELTA
モジュール1&2

セント・ジャイルスTEC

ケンブリッジICELTA
(グループでの申し込みに限る)

4週

パートタイム

2週

要相談

C2 (熟練者)

C2 (熟練者)

B1 (中級者)+

TEFL (Teaching English as a Foreign Language
の略) の資格は、イギリスやアメリカをはじめ海外
で暮らし、働く機会を与えてくれます。 その経験を
通してさまざまな文化や背景を持った人々と出会
う機会を得ることにもつながるでしょう。

ケンブリッジ CELTA
CELTAは世界中の英語学校で認められている教
師資格で、英語が母国語、もしくは母国語に近い
英語力を持った方が対象です。 サンフランシスコ
近郊にお住まいの方は、オンラインCELTAコース
を受講することができるので、フルタイムで働い
ていてもコースを受講し、資格を取得することが
可能です。

ケンブリッジ DELTA
DELTAは英語教師を対象とした上級レベルの
3モジュールのTEFL資格です。 このコースはすでに
ELTとしてかなりの実務経験があり、更にスキルを磨きたい方のためにデザインされたコースです。

セント・ジャイルズ TECとケンブリッジ TKT
The St Giles Teacher of English Course (TEC) は英語が母国語ではない英語教師を対象とした、2週間の
強化コースです。 ブライトン校では夏季にケンブリッジTKT (Teaching Knowledge Testの略) 準備コース
もあわせて開講しています。

ケンブリッジ ICELT
ICELT (In-service Certificate in English Language Teachingの略) は英語が母国語でないベテラン英語教
師を対象とした上級レベルの資格で、受講者の知識、経験、実践的な教え方の技術を引き出し、更に向上さ
せることを目的としています。 このコースはブライトン校にて、あらかじめグループでお申し込みいただい
た英語教師の方のみ受講できます。

B1 (中級者)+


