
 
 

 
 
 

 

通訳セミナー  
2021年3・4月  土曜 各1回 

 

■科目案内  

科目名に【オンライン】【ハイブリッド】とあるものは会議システムZoomを使用します。使用環境については募集要項をご覧ください。 

 ※レベル（「上級1 TOEIC 800点～」等）は一応の目安です。 

科目名 講師 レベル 最大定員 使用言語 

【ハイブリッド】 日英通訳演習（逐次・同時） 
Consecutive/simultaneous interpreting exercise 
with focus on education 

岡村 直人 上級2 TOEIC 950点～ 15 英日 

曜日 時間帯 授業日程 申込締切 回数 学費 コード番号 

土 10:00～12:35（150分） 3/27（土） 3/20（土） 1 8,930円 42632 

Interpreting is not about switching words from one language into another. Word-for-word, verbatim translation will 

not suffice to do the job of getting a speaker’s message across to his/her audience members. What you need to do 

is to understand the intended message behind words, interpret or understand it yourself, and re-express it in your 

own words. 

In this workshop, we will first familiarize ourselves with the speaker’s background and his/her thinking and then will 

interpret a speech about liberal arts education from Japanese into English consecutively. As a wrap-up, we will try 

our hands at simultaneous interpreting. 

This workshop will be conducted in face-to-face and online formats. As it is intended for an interactive learning 

experience, participants, both in person and online, are encouraged to ask questions, make comments, or offer 

alternative translations during the class. There may be a pre-workshop reading assignment or some background 

research required. 対面参加者は、教室でLL機器を使って音声を録音・持ち帰りできますのでUSBメモリをお持ちください。 

＊事前課題がある場合は、7日前頃にEメールで送ります。 

使用教材：プリント・映像教材 

 

科目名 講師 レベル 最大定員 使用言語 

【オンライン】 通訳のためのノート・テイキング 稲葉 麻里子 上級1 TOEIC 800点～ 15 日英 

曜日 時間帯 授業日程 申込締切 回数 学費 コード番号 

土 13:30～16:10（150分） 3/27（土） 3/20（土） 1 7,250円 42626 

人の記憶は頼りなく、しばしば誤解を伴います。しかし、情報を第三者に伝えることを仕事にする通訳者には、不確かな理解は許されません。 

そこで、正確な記憶の助けとなるよう、メモをとります。しかし、記憶をする以前に、皆さんは人の話を「聴けて」いるでしょうか？その「聴き方」には、

クセがないでしょうか？自身の聴き取りのレベルに合わせるため、事実を誤ってとらえることはないでしょうか？このクラスでは、日本語・英語を両輪に、

短い発話の反復や要約練習を通して自分の聴き取りの傾向を認識し、正確な再現のために、個々に適した記録の方法を探ります。 

＊事前課題はありません。 

使用教材：配付教材はなし 

 

科目名 講師 レベル 最大定員 使用言語 

【オンライン】日英・英日通訳演習（逐次）： 
間違いのない英語と自然な日本語をめざして 

山之内 悦子 上級1 TOEIC 800点～ 15 日英 

曜日 時間帯 授業日程 申込締切 回数 学費 コード番号 

土 10:00～12:40（150分） 4/3（土） 3/27（土） 1 7,980円 62602 

日英と英日、双方向の逐次通訳演習を行います。日英においては、日本人にありがちな英語の間違いを減らすための勉強の仕方について学び

ます。また演者が話す日本語を英語に訳す場合のコツや、その上達法について考えます。英日の演習においては、こなれた日本語への訳出 

方法について考えます。セミナーでは、活発に発言することが求められます。誰にも間違いや悪い癖はあります。互いのミスから学び合いましょう。

簡単な自己紹介の後、課題の内容についての意見を述べていただくことから授業を始めます。 

＊事前課題があります。授業の7日前頃にEメールにてお送りします。 

使用教材：Eメールにて送付  

※【ハイブリッド】 

  教室で授業を実施しますが、オンライン受講をご希望の方はオンラインで参加できます。 
  対面授業をご希望の方は教室にて、オンラインでの受講をご希望の場合はZoomにて受講となります。 
  お申し込み時にいずれかをご選択ください。定員がありますので、先着順の受付となります。 
  学院の「安心安全への取り組み」については右のQRコードよりご覧いただけます。 

      
一般財団法人 国際教育振興会 日米会話学院  since 1945  
International Education Center （IEC） / Nichibei Kaiwa Gakuin 

安心安全への

取り組み 



 

■講師 （担当講師に変更が生じる場合があります。ご了承ください。） 
講師名（ABC順） 経歴 

INABA, MARIKO 
稲葉 麻里子 

シティ大学大学院アート・マネジメントディプロマ課程修了。日本女子大学卒（英文科）。当学院同時通訳科卒。
東京工業大学非常勤講師。当学院通訳メソッド活用コースにおいて、ノート・テイキングの授業を展開中。 

OKAMURA, NAOTO 
岡村 直人 

早稲田大学大学院修士課程修了（国際関係）。獨協大学卒（異文化間コミュニケーション）。当学院同時通訳科卒。
Wall Street Journal、ロイター通信や日経新聞英文編集部において翻訳・取材・英文記事執筆・編集業務を経て、 
現在フリーランスの日英翻訳者、編集者、英文記者、米テンプル大学日本校翻訳講師。 

YAMANOUCHI, 
ETSUKO 
山之内 悦子 

ブリティッシュコロンビア大学大学院修士課程修了（教育社会学）、慶応義塾大学卒（英米文学）。元サイモンフ
レーザー大学通訳者養成講座主任講師、フリーランス通訳・翻訳者。著書に、通訳者として映画祭の初回から関わ
っている体験を綴った『あきらめない映画～山形国際ドキュメンタリー映画祭の日々～』がある。 

 

■募集要項 
受講申込および学費納入 

1．学院Webサイトからお申し込みください。申込順の受付で、定員に達し次第締め切ります。 
  各科目の空き状況につきましては、メール（info@nichibei.ac.jp）または電話（03-3359-9621）にてお問い合わせください。 
2．お申し込みから3営業日以内に受講案内メールを事務局よりさしあげます。ご確認の上、指定日までにご納入ください。 

 学費納入をもって受講手続き完了とします。振込手数料は、受講者負担となります。 
3．一定の受講者数に達しないときは、科目が成立しない場合もあります。 
  その際は実施日1週間前を締め切りとして決定し、ご連絡します。 
  申し込み締め切り日以降も定員に空きがあれば、お申し込みを受け付けます。 
4．通訳コースセミナーは体験レッスン制度の対象外です。予めご了承ください。 
5．Zoom情報は授業日前日までにメールにてお知らせします。 

 

Zoom環境（システム必要条件） 
インターネット接続 …… 有線または無線ブロードバンド（3Gまたは4G／LTEでも可能ですが、料金が発生する場合があります。） 
スピーカーとマイク、ウェブカメラが使用できる機器（パソコンが理想ですが、スマートフォンやタブレットPCでも可能です。） 
詳しくはZoomのヘルプデスクをご覧ください。 https://support.zoom.us/hc/ja/categories/200101697 
 

受講撤回時の取り扱い 
1. 開講日の前日までの受講撤回 

本会は申込者に支払い済みの学費から返金手数料1,000円を差し引き
返還するものとします。また、申込者は本会で購入した未使用の教材等に
限り買取を請求することができるものとします。但し、汚損された教科書の 
代金は返還できません。 

2. 開講日以後の受講撤回 
契約は申出日をもって終了します。この場合、本会は本会所定の書類によ
る申出にて、当該講座の支払い済み受講料から既受講分の受講料（支
払い済み受講料÷授業回数×受講回数）と解約手数料（5万円又は契
約残額の未受講分の受講料［支払い済み受講料÷授業回数×未受講
回数］の20％に相当する額のいずれか低い額）を除いた額を返却します
（受講料の全部または一部が未納である場合には学習指導の開始日から
解除の申出日までの期間の受講料に相当する額及び解約手数料をお支
払いいただきます）。入学金は返還いたしません。既受講分の受講料の計

算にあたっては、学習指導の開始日から解除の申出日までの期間は学習
指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わず受講したものとみなし
ます。また、解除の申出日が授業日である場合は授業の開始前後を問わ
ず受講したものとみなします。また、申込者は本会に対し使用の有無にかか
わらず教材等の買取を請求することはできないものとします。 

3. 学費の返却方法 
学費及び費用等の返還は、原則として、指定の銀行口座に振り込む方法
またはクレジットカードに返金する方法により行います。 
この場合、所定の書類に振込先の銀行名、口座番号等をご記入いただき
ます。 
※上記の取り扱い規定に関わらず、受講期間が2ヵ月以上、学費が5万円
以上の講座（複数講座受講の場合はその合計額が5万円以上）につい
ては、受講約款記載の【クーリング・オフに関する事項】及び【中途解約に関
する事項】が適用されます。 

 

お申込に際しては、受講約款（https://www.nichibei.ac.jp/contact/provision.html）を必ずご一読ください。 2021.03.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日米会話学院 通訳コース 2021年4月期受講生 募集中 

授業期間：2021年4月10日（土）～9月18日（土） 土曜の午後に、主に英日および日英通訳の訓練を行います。 
ご受講の際にはプレースメントテストのご受験が必要になります。 
プレースメントテスト日程： 3/6（土）、3/13（土）、3/14（日） 10:30～11:50 

コース内容については学院Webサイト、またはプログラム案内をご覧ください。 

通訳コースについて 

 

1 9 6 6年の設立以来、 

数多くの通訳者を輩出。 

 

土曜の午後に開講。 

 

中途受講・ご見学もでき 

ますので、ご希望の方は 

お問い合わせください。 

 
TEL 03-3359-9621 FAX 03-3353-8908 
 
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-2 
コモレ四谷 グローバルスタディスクエア3F 

JR中央線・総武線／東京メトロ丸ノ内線・南北線 
四ツ谷駅徒歩3分 

事務取扱時間 平日：10:00～19:30 

 土曜：09:45～17:30 

www.nichibei.ac.jp 

お申込み 


