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セントジャイルス・サンフランシスコ校

シリコンバレー・エクスペリエンス・プログラム

起業を目指す方やシリコンバレーを目指す方に最適な留学プラン
英語力UP＋IT専門英語スキルUP＋シリコンバレー体験が可能
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追記

レベル毎現地で購入

SEVIS費含む

レート＄=120

追記
5週間以上で無料！

週28レッスンは必須

最安値プラン

追記
目安 月＄700

目安 月＄700

週28レッスンコース
4週間

週28レッスンコース
12週間（英語8週追加）

③ 小計 US$ $700 $700 $2,100
全体的な留学費⽤概算は、上記①＋②＋③の合計を目安としてください

【ご注意事項】上記はあくまでも概算です。最 の学校料金・キャンペーン情報はキャリアエクスチェンジまでお問い合わせください。

シェアアパート滞在費 ー ー ー

現地生活・交通費 $700 $700 $2,100

② 小計 日本円 ¥185,440 ¥220,440 ¥218,240
③渡航後にかかる費⽤ 4週間 4週間 12週間

往復航空券（目安） ¥120,000 ¥120,000 ¥120,000
海外留学生保険料 ¥19,640 ¥19,640 ¥52,440

海外通信送⾦費 ¥10,800 ¥10,800 ¥10,800
ビザ申請サポート ¥0 ¥35,000 ¥35,000

渡航前にかかる費⽤ 4週間 4週間 12週間
プログラム手配費 ¥35,000 ¥35,000 ¥0

小計US$ $2,389 $4,221 $8,661

①小計 日本円  ¥286,680 ¥506,520 ¥1,039,320

ー $1,748 ー
学生ビザ申請費 ー $360 $360

滞在費（下記いづれか）
ホームステイ個室・朝食 $924 ー $2,774
学生アパート・個室

授業料 $1,220 $1,868 $5,332
滞在手配費 $95 $95 $95

学校申込⾦ $150 $150 $100
学校教材費・設備費 ー ー ー

シリコンバレー・エクスペリエンス
学費・ビザ・滞在費⽤ 英語⼒が⾜らない⽅へ

週20レッスンコース
4週間

まずはご相談！
電話･来社での

無料カウンセリング

お見積作成依頼は
お気軽にお申付け

ください。

プランが決定したら
留学開始の

3ヶ月前を目安に
当社へお申込ください

こちらの留学プランに興味がある方は・・・・
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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
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ENGLISH FOR
SPECIAL PURPOSES

LONDON EXPERIENCE PROGRAMME

Our London Experience programme 
is available throughout the summer at 
St Giles London Central and Highgate. 
It offers the chance to experience the 
capital city in the mornings on guided 
visits and sightseeing excursions, in 
addition to studying General English in 
the afternoons.

SILICON VALLEY EXPERIENCE:  
ENGLISH FOR TECH

Students at St Giles San Francisco can 
choose to combine a General English 
course with English for the tech industry, 
taking advantage of the centre’s 
location near Silicon Valley to visit the 
headquarters of major companies, such as 
Apple, Google and Facebook. 

In class, you will focus on developing 
your language skills in context, learning 
technical vocabulary and making use of 
authentic listening and reading materials. 
Discussions will look at the broader 
impact of technology on society, and 
you’ll have the chance to practise giving 
presentations and pitches. 

Outside of class, you will be able to use 
what you’ve learnt on excursions. Whether 
that’s a tour of Silicon Valley, or a visit to 
a local start-up, you’ll see how important 
technology is to San Francisco and the 
wider Bay Area. Perhaps you will even be 
inspired to start a new company yourself!  
We are also pleased to recommend a free 
‘Introduction to Coding’ workshop to our 
students. It is run by an external provider, 
so attendance is subject to availability and 
cannot be guaranteed.

Students will not need any previous 
experience to join this course - we 
welcome those that are new to the 
industry.

COURSE FACTSCOURSE FACTS

Level: A1 (Elementary) +

Start Dates: During Summer

Course Length: 1 - 4 weeks

Lessons per Week: 20 PM

Lesson Length: 50 minutes

Available at: London Central and 
London Highgate

Level: B1+

Class Size: Max. 12 per class

Lessons Per Week: 20AM lessons 
of General English + 8PM lessons 
of English for Tech or 12PM 
lessons of GE + 8PM lessons of 
English for Tech

Course Length: 4 weeks 

Lesson Length: 50 minutes

Available at: San Francisco

Follow us on Twitter 
www.twitter.com/St_Giles










