
 

日米会話学院 同時通訳科 

通訳翻訳セミナー 
 

 

同時通訳科では、下記の要領で通訳翻訳セミナーを開催いたします。このセミナーは現在通訳翻訳業界で活躍中の講師により、ドリルを

中心に授業が展開されます。現在通訳者、翻訳者を目指して勉強されている方にはもちろん、通訳者、翻訳者志望でない方、通訳の勉強

を通して上級英語の修得をお考えの方々にもお勧めできるセミナーです。日米会話学院在学生以外の方の参加も歓迎いたします。 

 
 

［募集要項］ 
日 程 2013年 9月 18日（水）～10月 5日（土）内に全 11セッション（選択制） 

レ ベ ル 英検準１級程度以上 （ただし一部異なるものがあります。「セッション内容」をご覧ください） 

会 場 日米会話学院 教室は当日発表いたします。 

申 込 期 間 

2013年 8月 19日（月）～各セッション授業日の５日前 無試験 

先着順の受け付けで定員になり次第締め切ります。なるべくお早めにお申し込みください。定員に余裕のあるセッションは申込期間終了
後も各セッション開講日まで申し込みを受け付けます（割引きはなくなります）。各セッションの空き状況につきましてはお電話にてお問い

合わせください。なお、申込者数によりセッションが成立しない場合もありますので予めご了承ください。 

受 講 料 

 各 4,000円 ただし、5セッション以上お申込の場合は各 3,800円、10セッション以上の場合は各 3,600円 

割引きは、上記申込期間内にお申し込みをされたセッションにのみ適用されます。なお、セッション 8は 2セッション扱いとなり 8,000円に

なります。 

通訳 ・翻 訳 

セ ッ シ ョ ン 

日時 担当講師 セッション内容 定員 

1 
9月 18日（水） 

19：00～20：50 
Sarah Allen 

翻訳（日英）* 

Participants will translate a text from Japanese into English in advance.  In the 

seminar, we will read our translations, followed by comments, questions, and 

discussion as an exercise in idiomatic usage and natural style. 

15 

2 
9月 20日（金） 

19：00～20：50 
冨永 正之 

逐次通訳（英日） 

通訳は全てを正確に聴き取り、理解し、その情報を的確に他言語で表現すると

いう作業です。そのための訓練として、受講生が一人ずつ英語のスピーチを少し

ずつ繰り返し聴き、先ずその英語を再現してから、日本語に通訳をするという練

習を行います。 

15 

 

3 
9月 21日（土） 

11：00～12：50 
野口 由紀子 

逐次通訳（11：00～）、逐次および同時通訳（13：30～） （英日・日英） 

TOEIC900点程度以上対象 

逐次通訳と同時通訳はまったく別のスキルではなく、両方練習することにより相

乗効果があります。最初の 100～150分では聞き手が一度で分かる逐次通訳を、

そののちに基本的に同じ教材を使いながら、言葉に対する反射神経が重要とな

る同時通訳の練習方法を実際の通訳をやっていただきながら学びます。言葉の

置き換えだけでなく、まずスピーチの内容を正確に把握すること、その後適切な

編集作業も時には加えつつ、聞き手に親切な訳を心がけるのはなかなか大変で

はありますが、やりがいのある仕事です。 

なお、連続した教材を使用しますが、前半のみまたは後半のみのご受講が可能

です。 

15 

4 
9月 21日（土） 

13：30～15：20 
野口 由紀子 15 

5 
9月 25日（水） 

19：00～20：50 
山之内 悦子 

逐次通訳（英日） 

その場で与えられたテーマについて各自が 1分程度の英語のスピーチをし、そ

れを他の参加者が和訳をします。英語の間違いや、より適切な表現について講

師が指摘し、クラスにも意見を求めます。後半は、講師による英語のスピーチか、

ＤＶＤに録画された英語話者のスピーチを和訳する授業となります。 

15 

6 
9月 26日（木） 

19：00～20：50 
武部 恭枝 

逐次通訳（日英・英日） 

単語を追いかけるだけでなく、話し手の意図やメッセージを意識したリスニング

や、意図やメッセージの構造を分析しながらのメモの取り方。このようなスキルの

上達を目指して、実際のスピーチを使って逐次通訳の練習をします。 

15 

7 
9月 27日（金） 

19：00～20：50 
磯村 雨月 

サイト・トランスレーション（英日） 

英文の抜粋を題材に、文法事項をきちんと把握しながら自然な日本語に訳す作

業を通して、日英のためのストックをどう蓄えるかを考えていきます。 
15 

8 
9月 28日（土） 

13：30～17：30 
田村 智子 

同時通訳（日英） TOEIC920点程度以上対象 

「同時通訳」の訓練を既に受けている方向けのセミナーです。トピックは「政治・経

済・外交・防衛」のいずれかに関する物を予定しています。(専門性がかなり高く

なりそうな場合は、セミナーの 2週間前までに関連したリーディング教材を配付し

ます。）同時通訳の訓練は LL教室で行い、各自のパフォーマンスは録音し持ち

帰れますので、ＵＳＢメモリー（２GB以下を厳守のこと）をご持参ください。 

15 
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9 
9月 30日（月） 

19：00～20：50 
山口 正子 

同時通訳（英日） TOEIC900点程度以上対象 

同時通訳の勉強をどうやって進めていけばよいのかヒントを得たい方、客観的に

自分のパフォーマンスについてコメントしてほしい方に向けての授業です。聴くこ

とと、アウトプットのバランス、どのタイミングで訳を出していくのか？ 聞いている

人にわかりやすい訳を届けるにはどうしたらよいでしょう？ 意味がすばやく理解

できる、瞬時に訳語がでてくる、そのための練習方法は？ 口と頭をたくさん使い

ましょう。自分のパフォーマンスを聞いてほしいので、USB メモリー（２GB以下を

厳守のこと）を持ってきてください。 

15 

英語スキル 

セ ッ シ ョ ン 

10 
10月 5日（土） 

13：30～15：20 
大井 孝 

上級時事英文講読 1* 

現代米国の政治・外交政策、国際政治などに関する英米の学者、ジャーナリスト

による英語論文を講読します。各回の授業の教材は異なるものを使用するの

で、希望者は複数回の受講が可能です。時間に制約があるため、授業中、受講

者による分担発表はありません。講師による教材内容の解説が中心となります。 

18 

11 
10月 5日（土） 

15：40～17：30 
大井 孝 

上級時事英文講読 2* 

10．を参照。 
18 

セッションの内容、担当講師は変更することがあります。また、人数によっては成立しないセッションもあります。予めご了承ください。 

申 込 方 法 

下記のいずれかの方法でお申し込みください。申込書受領後、お支払い方法に関し、ご連絡致します。 

１）Faxでお申し込み（必ずFaxかEメールのご連絡先をご明記ください） 
  添付の申込書に必要事項を記載の上、学院までFax（03-3353-8908）してください。 
２）Eメールでお申し込み 

  添付の申込書記載事項をEメールにてcis@nichibei.ac.jpまでご送信ください。  

３）窓口でお申し込み 
  添付の申込書と受講料を当学院会計窓口にご提出ください。 

教 材 
プリント教材がある場合は各授業日に教室で配付いたします。＊印がついているセッションはお申込時にプリントをお渡しします。通訳

翻訳スキルセッション内のものは事前に翻訳した上で、授業にご参加ください。英語スキルセッションは翻訳の必要はありません。 

受講撤回時
の 取 扱 

申込後、開講の前日までの受講撤回は書面の提出により、学費の全額（ただし、返金手数料1,000円を引いた金額）を返却します。開講
当日のキャンセルは返金できません。 

 

［講師略歴］（アルファベット順） 

Sarah Allen 
フリーランス翻訳者。M.A., Humanities, The University 
of Chicago. B.A., Philosophy, University of Florida. 

田村 智子 
日 米会 話学 院同 時通訳 科 講 師 。 M.A., Applied 
Linguistics, University of Michigan. 

磯村 雨月 
フリーランス会議通訳者。NHK 放送通訳者。東京大学
大学院言語学科博士課程単位取得。同大学院言語学
修士。 

冨永 正之 
元在日アメリカ大使館広報・文化交流局通訳。青山学院大
学文学部卒。 

野口 由紀子 
フリーランス会議通訳者。ハーバード大学教育学部大学
院教育学修士（国際教育専攻）。タフツ大学フレッチャー
スクール法律外交大学院国際関係学修士。 

山口 正子 
フリーランス会議通訳者。放送通訳者。国際基督教大学大
学院修士（英語教育研究）。 

大井 孝 

一般財団法人国際教育振興会理事長、日米会話学院
学院長。東京学芸大学名誉教授。元米国国務省言語サ
ービス課嘱託通訳・英仏語会議通訳。Ph.D., Political 
Science, University of Paris 2. 早稲田大学政治学博士
課程修了。M.A., Political Science, Columbia University. 

山之内 悦子 
フリーランス通訳翻訳者。 M.Ed., Education, University of 
British Columbia. 

武部 恭枝 
株式会社プライムコーポレーション代表取締役。ヒューマ
ニティーズ研究会事務局長。M.A., Humanities, The 
University of Chicago. 

 

 
 

 

 

 

日米会話学院 同時通訳科 

 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-21  Tel: 03-3359-9621（代表）  Fax: 03-3353-8908  Email: cis@nichibei.ac.jp 


