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留学をお考えの皆様へ

SI-UKはイギリス、アイルランドの大学・大学院への留学をサポートしている、日本の
公式出願窓口です。2006年の創立以来、留学を希望される方々の出願書類作成サ
ポートやIELTS対策、ビザ申請をお手伝いし、多くの方々のイギリス、アイルランド留
学を実現してきました。業界を牽引する留学エージェントとして、SI-UKは高い信頼と
実績を築いています。

ご家族やご友人に刺激されて、また世界に出て視野を広げたいという夢がある等、
留学を志すきっかけは様々ですが、海外に出て学ぶということは、今後の人生にお
ける糧となることでしょう。皆さまそれぞれにご経歴や目標などご状況が異なります
が、SI-UKでは合格を確実にするために一人ひとりに合わせたサービスを提供して
います。

イギリス、アイルランド留学を志す全ての方々の留学が実現できるよう、そして夢や
目標が達成できるよう、最善を尽くしてお手伝いをさせていただきます。

SI-UK代表取締役

Dwayne Gallagher Vicki Fox Orion Judge
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グローバル・サポート

SI-UKはイギリス、アイルランドの教育機関への出願をサポートする、日本における公式出願窓口です。

SI-UKの留学コンサルタントは全員が長期留学を経験し、提携大学やブリティッシュ・カウンシルの研修を受けています。

大学のみならず専門学校や語学学校へも、出願から渡英まで一貫した質の高いサービスを提供しています。

 

2019年現在、世界19ヵ国の40のオフィスにて、イギリス、アイルランド留学のサポートを行っております。

SI-UKでは下記の大学をはじめ、数多くのイギリス・アイルランドの大学への出願をお手伝いしています。

Welcome to SI-UK 01



SI-UK 大学・大学院留学フェア

SI-UKの留学フェアは、約60校の大学・教育機関が参加する日本で最大規模の留学フェアです。

国内最大規模のイギリス・アイルランド留学フェア

SI-UKは年に2回、大規模なイギリス・アイルランド留学フェアを主催しています。

多くの大学スタッフがこの日のために来日し、留学希望者と面談を行います。

現地での生活やプログラムに関する情報を得たり、入学要件について相談をすることができます。

パンフレットやホームページからは知ることができない 、 具体的な情報を得られる特別な機会です。

留学フェア当日は、IELTS対策セミナーや留学セミナーも同時開催します。

※留学時期や出願状況に関わらず、どなたでも参加していただけます。

詳細は随時ホームページでお知らせしています。

https://unifair.ukeducation.jp 2020年の留学フェアについては、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

大阪
2020年3月27日

東京
2020年3月29日

2020年春の留学フェア
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SI-UKの留学コンサルタントは留学サポートの経験が豊富であり、イギリスやアイルランドの

提携大学やブリティッシュ・カウンシルから定期的に研修を受けています。これまでの経験

や知識をもとにイギリスの大学、カレッジ、語学学校への出願についてアドバイスをさせて 

いただきます。

SI-UKのコンサルタントは全員留学経験者です。イギリスの

教育制度や出願の仕組み、学生ビザの詳細などを熟知して

います。イギリスの大学の入学審査部門のスタッフ、教授、留

学生課の職員などが定期的に各国のSI-UKオフィスを訪れ、

留学コンサルタントと研修を行っています。またスタッフの

研修だけでなく、学生との個別面談も実施しています。

SI-UKのコンサルタントと一緒に出願準備を進め、合格率を

最大限に引き上げましょう。

信頼と実績
イギリス・アイルランドの教育機関との緊密な関係
SI-UKは、イギリスの教育機関との緊密な連携のもと運営 

されています。イギリス・アイルランド留学のエキスパート 

として、皆さまの留学準備をきめ細かくサポートします。

イギリスと日本の架け橋
SI-UKはイギリスと日本の教育の架け橋として、日英両国に

あるオフィスより、留学支援をしています。SI-UKのコンサル

タントはイギリスを中心に英語圏での教育を受け、定期的

にイギリスで研修を受けています。SI-UKによる日英間の 

貢献は、2009年に当時駐日英国大使のDavid Warren氏に 

よって公式に認められました。

納得の実績 
毎年数多くの学生をイギリスの教育機関に送り出し、ほぼ全

ての出願者が希望の大学へ進学しています。合格率や出願

審査を徹底的に分析し、希望の大学へ進学できるようにサ

ポートしています。

信頼の証 
全てのコンサルタントが、ブリティッシュカウンシル公式 

資格を持っています。また、日本では数少ない English UKの 

パートナーエージェントとして信頼を得ています。

    ACCREDITED BY

SI-UKのコンサルタント 03



大学・大学院出願の流れ

初回無料
コンサルティング

出願

学校・
コース紹介

大学担当官との連絡事項

1

4

2

5

経験豊富なコンサルタントが、一人ひとりに合

った留学準備のプランをご提案します。SI-UK

のサポートや今後のIELTS対策についても、必

要に応じてご説明しています。

出願書類が揃い、願書記入が完了したら、出

願をしましょう。イギリスの大学は書類選考で

合否を決定します。願書を提出する前にコン

サルタントが願書をすべて確認し、書類の不

備や誤記入を防ぎます。

皆さまのご希望・レベルに沿った最適な学校・

プログラムをご紹介いたします。イギリスやア

イルランドには、日本の大学にはないユニー

クな専攻や学校もたくさんあります。

合否の確認、デポジットの支払い、プレセッシ
ョナルコースや寮の申込み、学生ビザの手配
など、出願後も大学とのコミュニケーションは
続きます。SI-UKではコンサルタントが大学と
の連絡を仲介し、重要な手続きに不備がない
ようにサポートしています。

SI-UKと一緒に出願手続きを進めましょう。
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ビザ申請サポート（有料） 渡航

出願書類の
準備

6 7

3
ビザ申請サポートを通じて、申請方法の詳細

をご案内しています。申請方法や必要書類は

毎年のように変化しています。最新の状況を

把握し、確実にビザを手配しましょう。

渡航前に出発前オリエンテーションに参加し

ましょう。現地での生活について、また海外留

学保険や航空券の手配についてもご案内して

います。

出願に必要な志望動機書や推薦状、履歴書の

作成についてアドバイス・添削を行っておりま

す。書類の準備から願書記入、出願までの手

続きを責任をもってご案内いたします。

無料出願サービスのほか、プレミアム出願サービ

ス、アート&デザイン出願サービス、PhD出願サービ

ス、MBA出願サービス、オックスブリッジ出願サービ

スなど、必要に応じてお選びください。

re
co

mmended
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イギリス学生ビザの申請は複雑です。確実にビ

ザを取得できるよう、SI-UKと一緒に申請準備

を進めましょう。



イギリス大学留学体験談

名前: E.S さん 
留学先大学名：University of Exeter

一番ありがたかったのは、エクセター大学
留学経験者の方を紹介してくださったこと
です。街の様子や子供の現地校のことも
含めて有益な情報を数多く得ることがで
き、家族での留学に一歩踏み出すことができました。また、合格
後の家族の分も含めたビザの取得等についても情報提供やチ
ェックをしていただき、大変助かりました。

名前： M.Nさん
留学先大学名： University of Kent

何もわからなかった状態での最初のカウ
ンセリングでは、イギリスの土地柄の違い
などを教えていただき志望大学を決める
参考になりました。また出願の過程でもプロに確認して
いただけるのは安心に繋がり、留学直前も様々な質問に
答えてくださり万全の準備ができました。たくさんのアド
バイスをくださりありがとうございました！

名前: M.Yさん 
留学先大学名: 
University of Leicester

志望校決めの段階から留学中
に至るまで、担当カウンセラーさんに幾度も相談に乗
って頂き感謝しています。IELTS対策のプライベート 
レッスンも利用しましたが、プロの先生の指導により1
カ月程度で目標スコアをクリアし、無事に留学すること
ができました。渡航前のセミナーでもアドバイスを貰
えたのでとても心強かったです。 

名前: M.Aさん 
留学先大学名: 
University College 
London (UCL)

UCLプレセッショナル筆記試験の出題内容はIELTSと似て
おり、SI-UKで学んだIELTS対策のレッスンは非常に役に立
ちました。また、SI-UKでは出願、ビザ申請、語学学校選び、
保険等に至るまで幅広く相談に乗ってくれ、非常に的確な
アドバイスをくれるため、SI-UK無しでは留学はまずあり得
なかったと感じており、大変感謝しています。

名前: M.Hさん 
留学先大学名: University of Sussex

SI-UKの日本人・イギリス人スタッフの
方々はとても親切で非常にしっかりと
したサポートをしてくださいました。私は働
いていたので、その中で語学能力を向上さ
せつつ、留学準備をするのはとても大変でし
たが、個人的な些細な悩みにも相談に乗っ
てくださり、スタッフの方々の丁寧なサポー
トのおかげで無事に留学することができま
した。

名前： Y.Tさん
留学先大学名： Newcastle University

的確な時期に合わせて、適宜アナウンスを
くれるのは非常に助かった。大学院留学と
なると、英語の長い書類を自らチェックし
なければならず、常に不備がないか不安になる。
SI-UKは、必要な時期に、必要な情報・リマインドを提
供してくれた。実際にビザの説明会に参加したが、と
ても分かりやすく、書類準備に関するハードルをとて
も低くしてくれた。
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07出願に必要な書類の準備

大学学部・ファンデーションコース 大学院・プレマスターコース

学部短期留学

UCAS（学部出願ポータル）

その他追加書類 （該当者のみ）

志望動機書

推薦状

高校の英文成績証明書

高校の英文卒業（見込）証明書

英語力証明（IELTS）ー出願後の追加提出可能

パスポート

志望動機書

推薦状

大学の英文成績証明書

大学の英文卒業（見込）証明書

英語力証明 （IELTS）ー出願後の追加提出可能

パスポート

志望動機書

推薦状

大学の英文成績証明書

大学の在籍証明書

英語力証明(IELTS)ー出願後の追加提出可能

パスポート

英語履歴書 

GMAT/GRE

ポートフォリオ

サンプルエッセイ

研究計画書 （PhD、リサーチコースのみ）

UCASとは、イギリスの大学の学部コースへの出願の際に使われるオンライン出願システムです。このシステムを使って、一人5コ

ースまで出願ができるようになっています。SI-UKでは、UCASの手続きに精通しているコンサルタントが、皆さまのUCAS出願の

手続きをサポートいたします。

UCAS上では証明書などスキャンデータをアップロードせず、成績やパスポートなどの情報をすべて手入力で行います。成績表

は、履修した科目/単位をすべて入力する作業になります。また推薦状も、文章のみを提出します。推薦状は個人で直接提出する

ことはできませんので、SI-UKのコンサルタントが専用のポータルから提出作業を行います。

多くの留学生がUCASの誤入力により、不合格になっています。分かりにくい入力作業も、SI-UKと進めれば安心です。

UCASでの手続きの締め切り日
2019年10月15日	 Oxford大学、Cambridge大学をはじめ、医学部など一部コースの出願締切日
2020年1月15日	 イギリス国内の学生、一部アート系コースの出願締切日

2020年3月24日	 アート系コースの出願締切日

2020年6月30日		 留学生(EU圏外の学生)の出願締切日

1

2
3
4

※ご状況によって追加の書類を求められる場合がございます。



志望動機書

WHY	IS	IT	IMPORTANT?

志望動機書は、入学審査に大きな影響を与えるとても大切な書類です。コースに入学する資格があるか、コースに適応する

能力があるか、学習意欲はあるか等を確認するために使用されます。合格を勝ち取るためには、他の出願者と差別化を図っ

た質の高い志望動機書が必要となります。

WHAT	SHOULD	I	DO	NEXT?（SI-UKサポート）

Step 1  出願書類の確認
Step 2 出願書類準備セミナーに参加
  セミナーでは志望動機書の構成や内容に関して詳しく説明しています。

Step 3 オンラインサンプル閲覧(有料出願サービスをご利用の方限定)
  SI-UKのオンラインライブラリーで、志望動機書、推薦状、履歴書

  のサンプルを確認し、書類作成の参考にしましょう。

Step 4  添削 
  SI-UKの添削担当スタッフが、スペルや文法をチェックします。

  最終確認をして、他の出願書類と一緒に提出しましょう。

EXAMPLE

大学院の開発学コース入学を目指す学生の志望動機書のサンプルです。

Did you know?
SI-UKでは志望動機書の作成を

サポートしています。より手厚い

添削には、プレミアム出願サービ

スやオックスブリッジ出願サービ

スをご利用ください！

The ultimate objective of my professional career is to equip people with the necessary skills to solve problems in developing  countries, 
particularly in terms of educational development, and to propose effective solutions which make good use of local people and things to 
solve educational problems in developing countries. I believe that working for a development consultant agency dealing with 
educational development projects will allow me to attain my goal.

At graduate school, I went on a trip to the Kubuchi desert near Mongolia in China where I took part in a forestation project. Through
this tour, I developed a strong interest in cultural differences and wealth gaps in the country and between rich and poor nations. I was 
moved by the seriousness and would like to devote myself to working in the area of international cooperation in the future.

After graduating, I chose to work for an NGO to learn about international cooperation. That was a great experience for me; however, I 
could come to understand the difficulty of working as a NGO member in developing countries without expertise. To get expertise and 
work experience, I decided to become a teacher. After working for 3 years 
as a public high school teacher in Japan, I applied to a volunteer work program for 2 years in a developing country. My job was to 
lecture and introduce methods of how to teach in Japanese primary schools in the area of mathematics to local primary school teachers 
in Spanish in Honduras, Central America. I worked closely with the local Board of Education in the village and lived with a Honduran 
family. I dedicated myself to my work and really enjoyed communicating with Honduran people. My counterpart who was 
a superintendent of the educational affairs in the village had a great passion for education and worked more than standard Japanese 
workers. Through working with her, I understood the importance of local people being educated enough to decide and solve 
problems in their community.

To achieve my objective, it is imperative to plan and manage the projects appropriately based on deep communication and profound 
analysis of social, political and economic aspects in the local area. I strongly believe that I need a more sophisticated and wider 
knowledge. Thus, the Education and Development program at your instituion is the best course for me because this course will allow me 
to specialize and develop a deep understanding and better prepare me for my future goal. 

In the academic course, I propose the following academic objectives. First, I want to gain a fundamental knowledge of educational 
developments, and pursue processes contributing to not only economic development but real happiness for local people. Secondly, I 
want to learn a variety of methods which will in turn allow the local people to become vitalized and independent. Finally, I want to 
obtain the practical ability to manage projects and communication skills to build strong  mutual understandings with clients.

Paragraph 2

これまでの
勉強

Paragraph 4

出願する大学
を選んだ理由
や今後の目標

Paragraph 1

将来の
キャリア目標

Paragraph 3

これまでの
経験

Paragraph 5

大学で達成
したい目標
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ARE	THEY	IMPORTANT?

推薦状は志望動機書や履歴書で書いた内容を支える、重要

な書類です。実際に指導を受けた方（ゼミの先生、担任の先

生、直属の上司など）に依頼をしてください。勉学や勤務態

度、成果等客観的に評価した内容を書いてもらいましょう。

20th January 2014
To Whom It May Concern:

As the vice president of ABC Co., Ltd. I am very proud to recommend Ms. Smith who is a 
Factory & Sales manager in my company. I would also like to offer my highest support for her 
proposed study plans.

First, allow me to take a little time to give you a rough idea about our company. ABC is a 
famous company in the United States and the core of the business is the manufacturing and sales 
of garments, accessories and materials.

Ms. Smith’s primary strengths are her independence and ability to deal with problems as they 
arise, and she has proven herself very able time and again . She is also very pragmatic when 
assessing the industry and has offered invaluable opinions with regard to our quality control  
exercise and cost analysis reformation projects and has made a great contribution to both the 
manufacturing process and the administrative organization. Under her leadership and supervision 
each member of the company fully understands their roles in the company thus aiding its smooth 
running. She is a great leader, and with her team she does a wonderful job each time.

Ms. Smith is articulate and has superior communication skills. The evidence can be drawn 
from her thoroughly professional treatment of our foreign clients including the well 
organized meetings between them and the company and a clear introduction of the clients to our 
products. Her skills in meetings have led to her securing a large number of deals and she has 
proved herself a positive asset to the company. Furthermore, Ms. Smith is very diligent in her 
approach to business, studying aspects she is not familiar with and quickly gaining a grasp of 
their concepts.

Finally, I would like to express my confidence in Ms. Smith’s abilities, I feel she will be a 
great asset to your MBA programme and I believe that she will finish your program 
successfully. I will greatly appreciate your favorable decision.

With Best Regards,

Mr. Satoshi Sasaki
Executive Vice president of ABC Co. Ltd.
satoshi@abcsupply.com

20th January 2014

To Whom It May Concern:

It is my pleasure to recommend Ms. Smith for admission to your program. I instructed Ms. 
Smith in her junior and senior years in my regular Social Psychology class held once a 
week and in my Social Psychology seminar. Also, I gave her guidance on her graduate thesis 
as the instructor in charge. Through her dedication to her studies, and the eagerness with which 
she approached her research projects, Ms. Smith has proven herself to be a truly mature and 
responsible individual.

As a professor of Humanities and Social Science, specializing in Social Psychology, at your 
University, I have come across many students with an outstanding knowledge and understanding 
of Social Psychology and related areas. However, Ms. Smith is such a rare student in that she 
contributed to my seminar in a meaningful way by providing feedback and interaction 
which was gained from references in English and also by sharing her work experience 
with other seminar members. Her efforts and attitude to broaden her horizons through my 
lectures and her own research were quite remarkable. 

I believe not only that Ms. Smith will gain much from the opportunities and experiences 
afforded her by your university, but also that she will perform admirably and greatly 
contribute to your program. Ms. Smith is an outstanding student, and I give her my full 
recommendation.

Yours sincerely,

Mr. John Tupper
Professor of Humanities and Social Science, Faculty of Literature
University of California
j.tupper@ucla.edu

推薦状

THINGS	TO	DO	:

SI-UKの出願サポートでは、推薦状作成時のルールや学

校ごとに異なる提出方法について詳しく説明をしていま

す。E-reference  (オンライン願書に推薦者のメールアドレス

を登録すると、そのアドレスに推薦状をアップロードするた

めのURLが直接送られてくるというシステム)のみしか受け

付けていない学校もあります。推薦者に失礼にならないよ

う、ご自身で仕組を理解した上で推薦状の依頼をすることが

大切です。

ビジネス推薦状

MBAに出願する方のサンプルです。

アカデミック推薦状

社会心理学に出願する方のサンプルです。

ABC SUPPLY CO INC  •  10-6-2, IWATO CHO, KOTO-KU,  387-0041  •  (81) 3 4568 9721 UNIVERSITY OF CALIFORNIA  •  407 DRAGHILL AVE  LOS ANGELES, CA 95090  •  (310) 825-4321

UCLA

20.01.1
3

1
推薦者との
関係

2
アピール
ポイントや
人物像の評価

3
結びのことば



履歴書

IS	IT	IMPORTANT?
履歴書は英語でCV(Curriculum Vitae)と呼ばれます。志望動機書に書ききれなかった経歴を入学審査官にアピールすることが

できる書類です。職歴・学歴に関連する具体的な活動内容を箇条書きで書いて、ご自身の経験をアピールしましょう。職歴が多

ければ複数ページに渡る場合もありますが、できるだけ簡潔に要点をまとめることがポイントです。

The CV must include:

Mr. YAMADA, Taro

#301 Maison Apartments
3-28-1 Nishi Waseda, Shinjuku-ku 169-0051 Japan

Tel/Fax: 81-3-9489-5447
Email. yamadataro@tokyo.com

WORK EXPERIENCE

4/2013 – Present       Sony Corp:    SAE (Senior Account Executive)
Main Responsibilities:  Press Release / Feature Articles / Media Audit
   Press Conference / Seminar / Exhibition     
              Make PR plans and execute PR programs
   Evaluate the PR effects through the research 
1/2011 – 2/2011  Oxfam: London, Adminstrative Assistant
   Volunteer assistant, Japan Physics Association 
6/2011 – 9/2011  Community Service
   Teaching English at a Social Welfare Center

EDUCATION

2009 – 2013  BA in English Language and Literature, University of Tokyo, Japan 
   Average Grade B+ / GPA

  

ADDITIONAL INFORMATION (Skills, Qualifications, Volunteer Experiences, or Awards)

12/2013                       - Won a prize of 2014 Best Basic Account Executive from InComm Brodeur
                  - Successfully executing PR programs for ARM Ltd., in the region of Japan

3/2010–3/2012  President of the English Club, University of Tokyo
      Organized and Participated in: `11 Nation Wide English Fair
                   `11 Shakespeare Festival, Japan
3/2010–3/2011  Vice-President of the United Nations Students Club, a Japan-wide Student Org.

職歴
(ボランティア経験・
インタ－ン・関連する
分野でのアルバイト
経験を含む)

学歴・論文執筆
歴など

資格、奨学金
受給歴など

最新の情報から順番に
ご記入ください
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11SI-UKの留学準備英語・IELTS対策

IELTSとは？
IELTSとは、International English Language Testing Systemの略で、イギリスやアイルラン

ドの大学、大学院の入学に必要な英語力を証明するテストです。

IELTSにはいくつか種類がありますので、どのIELTSの受験が必要か、担当コンサルタントま

でご相談ください。

イギリス大学入学基準の目安

ファンデーションコース                 4.5 - 5.5
.....................................................................................................................

大学学部課程                   6.0 - 7.0
.....................................................................................................................

大学院進学準備コース                 5.5 - 6.0
.....................................................................................................................

大学院                     6.5 - 7.5
.....................................................................................................................

学部短期留学                  5.5 - 7.0
.....................................................................................................................

IELTS対策をSI-UKで行う理由
1.  長年の指導経験を持つネイティブスピーカーの
  講師が授業を担当
.....................................................................................................................

2. 受講生の目標達成を導いた、高い実績
.....................................................................................................................

3. 小規模なクラスで集中して英語力アップ
.....................................................................................................................

4. 目黒駅から徒歩2分、大阪駅から徒歩7分
  の便利なロケーション
.....................................................................................................................

5. 留学コンサルタントによる個別アドバイス
.....................................................................................................................

4 セクション
Writing、Speaking、Listening、

Reading（IELTS Speakingは

face to face!）

2年
スコアの有効期間

10,000以上
公式に認めている

教育機関の数

1-9
スコアの範囲

6.5-7.0
英国の大学・大学院で

必要な平均のスコア

130か国
テストが行われて

いる国の数

100時間
スコアを0.5点上げるために

必要な時間

13日
受験後、結果が

出るまでの期間

5つ
の特徴



学部： 150,000円(税抜)

90,000円(税抜) 大学院： 280,000円(税抜)

SI-UK 留学サポート
OUR SERVICES

プレミアム出願サービス

合格保証付き！ プラスアルファの手厚いサポートを

SI-UKのプレミアム出願サービスでは、出願プロセスを

熟知した留学コンサルタントが、煩雑な出願手続きを

皆さまに代わって行います。丁寧なヒアリングを通して

大学やプログラムの提案、合否を左右する志望動機書

作成のサポート、出願代行、学生ビザ申請のお手伝い

等を含め、皆さまの海外留学の夢を叶えます。確実に

合格をしたい方、留学に向けた準備の時間が限られて

いる方、より手厚いサポートをご希望の方にお勧めで

す。

オックスブリッジ出願サービス

名門校の合格を勝ち取る！
SI-UKの特別な出願サポートです

オックスフォード大学やケンブリッジ大学を含むイギリ

スのトップ大学は、世界ランキングでも上位に入るエ

リート大学として知られています。そのため、厳しい入

学条件や質の高い出願書類の提出が求められます。

SI-UKのオックスブリッジ出願サービスでは、オックスフ

ォード大学、ケンブリッジ大学をはじめとしたイギリス

最難関校の入学審査を熟知した留学コンサルタント

が、出願をサポートいたします。実績のあるSI-UKコン

サルタントとともに作業を進めるからこそ、効率的な出

願準備が可能です。

滞在先申請手続き 全寮制校出願サービス
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90,000円(税抜) 230,000円(税抜)

デポジット： 10,000円 100,000円(税抜)
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無料出願サービス

無料出願サービスでは、大学の紹介、出願書類の添

削、願書のチェックなど、出願のためのベーシックなサ

ポートを提供しております。不備のない書類を提出し

合格を目指しましょう。出願後もビザや航空券、留学保

険などのご案内をしております。

アート&デザイン出願サービス

イギリスやアイルランドの大学でアートや建築を学び

たい方向けの特別サービスです。イギリスの大学の出

願用ポートフォリオを熟知した専門講師からアドバイ

スを受け、質の高いポートフォリオを作成していきまし

ょう。

PhD出願サービス

PhD出願サービスは、博士号(PhD）や研究型修士号

(MresやMphil)を目指す方を対象としたサポートです。

質の高い研究計画書やエッセーの作成を経験豊富な

留学コンサルタントがお手伝いし、出願の段階に応じ

て適切なアドバイスを行います。

MBA出願サービス

MBAは経営学修士と呼ばれる学位で、MBAの取得によ

りキャリアアップやキャリアチェンジが期待できます。 

SI-UKのMBAサービスでは、講師による志望動機書の

作成サポートや英語面接の練習を通じて、MBAコース

合格の可能性を最大限に引き出します。

学生ビザ申請サポート 海外留学保険の手配

※GMAT対策が不要の場合は150,000円（税抜）となります



SI-UKの語学センター

IELTS模擬テスト！
SI-UKのIELTS模擬テストを受験し、現在の英語力をを把握しましょう。

スピーキングを含む全4セクションをネイティブスピーカーの

講師が採点します。 その後、IELTS講師や留学コンサルタントと一

緒に今後の学習計画を立てましょう。

まずは

SI-UKの英語コース

コース     内容     受講可能なレッスン

その他、1カ月集中フルタイムIELTSコース、日常英会話、ビジネス英語、アカデミック英語の授業も受講いただけます。

IELTSグループレッスン

プライベートレッスン
またはSkypeレッスン

IELTSはイギリス大学・大学院留学に必
要な英語の試験です。IELTSの４つの分
野Reading, Listening, Writing, Speaking
を集中的に勉強します。

IELTS 4 skills
（その他各コースについては
お問い合わせください。）

マンツ―マンで苦手分野の対策や、 
IELTSをはじめTOEFL、ビジネス英語、 
一般英語など様々な内容を集中的に学
ぶことができます。

10、20、30レッスン単位でお申込み
が可能です。 

予約方法やお申込みはスタッフまで

tokyo@ukeducation.jp osaka@ukeducation.jp

www.ukeducation.jp/language-centre/
東京 大阪
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15語学学校・専門学校

これまで数々の留学をサポートしてきた経験豊富なコンサルタントが、みなさま

のご希望に合った語学学校のプログラムをご紹介致します。語学学校には様々な

種類があります。

SI-UK語学留学サポートの内容

  無料コンサルティング

  学校・コース紹介

  申込書作成サポート

  事前英語対策アドバイス

  留学フェアの実施

  ビザ申請サポート

  留学保険の加入・発券

  出発前のアドバイス

語学留学のスタイル		どんなコースがあるの？？

一般英語：「読む、書く、聞く、話す」のスキルをバランスよく伸ばすためのコース。初級から上級までレベルも様々。 
会話力など特定の英語スキルの向上を重視している学校もあります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
イングリッシュ・プラス：英語と同時に専門科目も学ぶことのできるコース｡ ブリティッシュカルチャー､ 料理、アートデ
ザイン、ファッションやツーリズムなどの専門教科、スポーツなど多岐に渡ります。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ビジネス英語：ビジネスの現場で即戦力になる英語を学ぶコース。ミーティングの進め方、プレゼンテーションの 
スキル、社交術、報告書の書き方など実用的な内容を学びます。キャリアアップを目指す方や、海外で英語を使って
働きたいという方に特におすすめ。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
職業専門英語：観光業やジャーナリズム、法律、医療など専門分野の英語を学ぶコース。すでに基礎の英語力がある
ことを前提に特定の分野の語彙や表現を増やします。現在英語を教えている方、あるいは将来英語教師を目指して
いる方が対象のTESOLやTEFLコースでは、英語指導に役立つ実践的なスキルを学びます。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
アカデミック英語：大学への進学を目標にしている方が、進学に備えてアカデミック英語や学習スキルを学ぶ 
コース。論文の書き方、講読法、プレゼンテーションのスキルなど大学生活ですぐに活用できる実用的な内容です。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
英語検定試験対策：IELTSやケンブリッジ英語検定、TOEICなど英語の試験でスコアアップを目指すためのコース。 
もちろん滞在中に試験を受験することもできます。留学するからには目に見える目標を持ち、成果を上げたい！ 
という方におすすめ。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
バケーションコース：1～2月（冬休み）、3～4月（春休み）、6～8月（夏休み）など長期休暇のとりやすい時期に合わ
せた特別プログラム。バケーションを兼ねた英語コース、スポーツ、観光、アートなど魅力的なアクテビティが企画 
されています。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



イギリス・アイルランド
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MORE THAN 
A DEGREE

a 360°  
experience

LondonBristol

Cardi�

Birmingham

Manchester

Leeds

Newcastle

Edinburgh

Glasgow

Belfast

Dublin

Find out why you should study with us  
uwe.ac.uk/international

• Law
• Business 
• Computing 
• Accounting and Finance 

• Psychology
• Biomedical Science 
• Architecture 
• Engineering 

• Nursing 
• Art and Creative 

Industries

Choose from courses that prepare you for your future career:
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OUR STUDENTS 
WORK ON LIVE 
CONSULTANCY 
PROJECTS IN THE 
BUSINESS CLINIC.
This experience contributes to 
Northumbria being Top 10 in the 
UK for the number of Graduates in 
Professional or Managerial Roles*

Find out more: northumbria.ac.uk/japan

*D
H

LE
 1

6/
17
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�
Specialised Service for

International Students
Beyond education, our service includes practical help with VISAs, 
social programmes to help you make friends and 24/7 care through 

House Parents and on site Nurses.

�
Five Star Urban Boarding 

and Premium Facilities
The perfect environment to live, study, make friends and enjoy 

extra-curricular activities from tennis to tai chi.

�
Progress to

Top Ranked Universities
Strong exam results and top University offers year after year.

Delivering “GOLD STANDARD” Education 
Since 1931

Part of the Alpha Plus Group, our Colleges are bound by the Gold 
Standard education vision of the Group. 

For more information, please visit us on www.abbeycolleges.co.uk
Tin Yeh  E: tin.yeh@abbeydld.co.uk | M: +852 9768 6022



A HIGH QUALITY BRITISH EDUCATION, TAILOR-MADE 
FOR INTERNATIONAL STUDENTS. BELLERBYS GIVES 
YOU ACCESS TO THE BEST UNIVERSITIES IN THE UK.

GCSE · A Leve l · Foundat ion · Undergraduate  Year  1

The best university 
preparation for you

BELLERBYS BRIGHTON

Contact your local representative

31250 REV 1.1_09.18

BELLERBYS CAMBRIDGE BELLERBYS LONDON

UNIQUE CONDITIONAL UNIVERSITY OFFERS*
Receive o� ers of conditional progression from up to eight prestigious 
UK universities including Bristol, Bath and Durham when you are 
accepted on to our Foundation programme (selected pathways). 
*See bellerbys.com for details

31250 Bellerbys SI-UK A5 advert_REV 1.1 PRINT.indd   1 04/09/2019   17:12

Success
starts here.

Degree preparation at your 
choice of UK university
International Foundation Year
A 9 month programme that will give you the skills and confi dence 
to enter the fi rst year of an undergraduate degree.

International Year One
An intensive 9 or 12 month programme equivalent to the fi rst year 
of an undergraduate degree that fully prepares you to enter the second 
year of undergraduate study.

Pre-Masters
A 6 or 9 month programme that will give you the skills and confi dence 
to start your Masters.

Choose from a wide range of universities in a variety of locations in the UK

* Delivered at Leeds International Study Centre

* *

studygroup.com
31341 REV 1.1 09.18

 Your route 
to a top 
university

31341 SI-UK UK ISC Advert REV 1.1.indd   1 04/09/2019   13:33



of our graduates in 
employment or further  
study within six months  

of graduating

(National Student Survey 2018)

Amongst the top 10 in the 
UK for teaching quality

Top 10

13th place in the Guardian 
Main League Table

Top 33 of all UK 
Universities

Top 13

Top 33

(Guardian League Tables 2020)

(The Times & The Sunday Times Good 
University Guide 2019)

(DLHE survey 2018)

No.1 Creative Specialist  
University in the UK

No.1

(The Times and The Sunday Times 2019, 
Complete University Guide 2020 and 

Guardian University League Table 2020)

96.9%

international.studies@uca.ac.uk

uca.ac.uk/international/non-eu

Oscar-winning film makers and animators, world-renowned fashion 
designers, television presenters and Turner-Prize nominees are just 
some of UCA’s high-profile graduates who have enriched the world 
with their creative talents. 

Taught and guided by our experienced, industry-connected academic 
staff, our students can now reap the benefits of studying at a top 15 UK 
university. 

 
Scholarships

• Animation, Computing &  
   Games

• Architecture & Interior Design

• Business

• Crafts, Jewellery & 3D Design

• Creative Education

• Fashion & Textiles

• Film & Television

• Fine Art

• Graphic Design, Advertising &  
   Illustration

• Marketing, Promotion &    
   Management

• Media & Journalism

• Music

• Performing Arts

• Photography

• Pre-degree & Foundation  
   Studies

 
Subject areas

Miguelo Cepero

Amy Otterpohl

Elissabeth 

Nilsson

Cristian Romero-

Geschier

“�The�staff�at�UCA�are�really�helpful�and�friendly.�
They�are�supportive,�both�academically�and�
personally,�which�makes�me�feel�at�ease�if�
any�problems�arise.�It�is�especially�helpful�for�
us�international�students�who�are�new�to�the�
environment.”

Ka I Lei 
MA Visual Communication  
From Macao

Type Description

Early-bird Deposit 
Payment

£1,000 fee discount. 
Deposit must be paid by 31/03/2020 and tuition 

fee in full by 18/09/2020.

Gifted Student 
Scholarship

£2,000 fee discount. 
Deposit must be paid by 30/06/2020 and tuition 

fee in full by 18/09/2020.

Full early payment 
discount

New international students are eligible 
for a 4% discount off the tuition fee for 
the first year of their new course. 
Tuition fee must be paid in full by 18/09/2020.

 The Gifted Student Scholarship and the Early-bird Deposit Payment cannot be combined.



speaking English
We’ll get you 

Exclusive location in 
beautiful Kensington, 
central London
Lovely building and 
facilities
General and Intensive 
English Language 
courses
Preparation for IELTS 
and Cambridge 
Examinations
Also Professional 
English, Family 
Programme & Summer 
Camps
Choose friendly 
homestay or modern 
student residence 
accommodation
Have great new 
experiences with the 
activity programme

Frances King School of English
77 Gloucester Road, London, SW7 4SS, UK

www.francesking.com

Discover more at  
glos.ac.uk/international

Why study  
with us?
We have excellent local 
and global placements  
and industry links  
- our students complete  
over 4,000 work placements 

Gloucestershire offers  
the best of British  
culture and tradition  
- with countryside, castles and 
over 45 festivals each year

A DEGREE TO
BE PROUD OF

A leading UK university, Kent offers high-quality
teaching, world-leading research, stunning study
locations and a superb student experience.

Why choose Kent: 
• Kent was awarded Gold, the highest rating, in the UK

Government’s Teaching Excellence Framework†
• Kent is ranked amongst the world’s Top 500 universities

(Shanghai Ranking’s ARWU 2018)

Find out more
www.kent.ac.uk

† The University of Kent’s Statement of Findings
can be found at www.kent.ac.uk/tef-statement
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Develop a truly global 
perspective 

With our vast repository of knowledge and 
expertise on our specialist regions, we are 
uniquely placed to inform and shape current 
thinking about the economic, political, 
cultural, security and religious challenges of 
our world.

From day one at our central London campus, 
our students are encouraged to challenge 
conventional views and think globally – and 
that’s one of the reasons why they develop 
careers that make a real difference.

Instagram:   @soasuni
Facebook:   soasunioflondon
Twitter:        @SOAS

www.soas.ac.uk

•  Africa
•  Anthropology  
   & Sociology
•  China & Inner Asia
•  Cultural, Literary  
   & Postcolonial Studies
•  Development Studies
•  Economics
•  Film Studies
•  Finance & Management
•  Gender Studies
•  History
•  History of Art  
   & Archaeology
•  Japan and Korea
•  Law
•  Linguistics

Our range of campus, online & distance learning 
programmes include:

•  Media Studies
•  Music
•  Near & Middle East
•  Politics & International 
   Studies
•  Religions  
   & Philosophies
•  South & South East Asia

We also offer: 
two Foundation 
undergraduate 
programmes, 
a pre-Master’s programme,  
the English Language  
& Academic Studies 
Programme, and the 
annual Summer School.




