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2018年10月期
インタースクール
募集要項

インタースクール大阪校

受講期間 2018年10月16日（火）～2019年3月9日（土）

お問い合せ
ご 予 約 TEL.06-6372-7551  FAX.06-6372-3564

E-mail: school-osa@intergroup.co.jp   http://www.interschool.jp/
〒531-0072 大阪市北区豊崎3-20-1　インターグループビル
 受付時間： 水・金 13：00～20：30
  火 9：00～20：30
  木・日 9：00～17：30
  土 9：00～19：00 ※月・祝日は休業

 は授業のある日です。
 枠つきの日は、事務局の休業日です。

※休講・補講などによりスケジュールを変更する場合があります。
※コース・クラスにより開始日・終了日が異なります。
※コースによっては3月9日（土）以降も授業があります。
※授業のない日の事務局営業時間は9：00～17：30です。

❶⓪月期カレンダー ※年末年始休暇：12月23日(日)～1月4日（金)
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業界初！分別管理信託、納入された皆様の受講料は保護されます

CONTENTS  Inter School OSAKA

業界のさきがけ―プライバシーマーク

弊社は消費者保護に対する社会の要請に応えるため、受講生の皆様が学費を前払いする
ことへの不安を持たれることなく、より安心してレッスンを受講していただけるよう、 
株式会社りそな銀行と学費の分別管理に関する信託契約を締結しています。

弊社が万一経営破綻した場合においても、受講されていないレッスンに相当する学費を
受講生の皆様に返還するため、弊社固有の財産とは区分して信託勘定にて保管するもので
す。これは語学学校として初めての取り組みです。

入学までの流れ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3
レベルチェックテスト日程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 4
無料サンプルレッスンスケジュール‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5
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中国語コース‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 10
法人語学研修のご案内‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
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通訳・翻訳業務はプライバシー、機密保持が絶対的な責務。そ
の遵守会社にのみ認定されるプライバシーマーク（P マーク）を
業界でいち早く取得しています。

■信託契約の概要
弊社を委託者、株式会社りそな

銀行を受託者とし、受講生を元本
受益者とする信託契約。受益者の
行使は別途定める弊社破たんに該
当する場合に限られ、元本受益者
を代表とする受益者代理人（信託
契約において定められた弁護士）
が一括して受益権の行使を行う。

*�弊社破たん時とは、以下のいずれかに該当する時を指
します。
1.�弊社につき、破産手続を開始、再生手続開始、更正手
続開始または特別清算開始の申し立てが行われた時
2.�手形交換所の取引停止処分を受けた時
3.�弊社が語学教育事業の廃止をした時、もしくは解散
をした時、または廃止もしくは解散の公告をした時
4.�各前号に類似する事由が生じた時

■委託者破綻時

信託契約

受講費用等の返還請求権 元本受益者の一括行使 信託財産

元本受益者に配分

株式会社インターグループ
（委託者 兼 収益受益者）

株式会社りそな銀行
（受託者）

受講生
（元本受益者）

弁護士
（受益者代理人）

個人情報の取り扱いについて 株式会社インターグループ
個人情報保護管理者 総務本部 ゼネラルマネージャー

株式会社インターグループ（以下、当社）は取り扱う業務の中で取得する皆様の個人情報を、
以下に記載する方法により細心の注意を払って管理します。
1. 個人情報の取得と利用について
当社は皆様の個人情報を下記の目的で取得・利用させていただきます。ご提供いただいた
個人情報を目的の範囲をこえて利用することはありません。
・受講内容等の資料を送付するため
・受講されるクラスに関する事務手続きのため
・サンプルレッスン／レベルチェックテスト／セミナー参加等に関する連絡のため
・クラス運営における参考資料とするため
・お問い合わせに対する回答のご連絡のため
・その他のサービス／情報等をご提供するため
・�当社から国際会議／通訳／翻訳／人材派遣（職業紹介）／語学研修／データ収集業務など
のお仕事をご紹介させていただくため（ただしご本人の承諾を得た場合のみ）
・資産保全信託契約に基づく元本受益者に元本受益権の分配手続きを実施するため
・ビデオ及びオンラインによるモニタリング等における安全管理措置のため

2. 個人情報の第三者提供について
当社は、法令の規程又は司法手続きに基づく要請による場合を除き、取得した受講生の皆
様の個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、資産保全信託契約に基づき
当社が破綻等の状況になった時は、受益者代理人が元本受益権の一括行使の上分配手続き
を実施するために受講生の皆様に個別の意思確認を行うことなく、ご提供いただいた受講
生の皆様の個人情報を受益者代理人および�受託者へ提供します。

3. 業務委託に伴う個人情報の委託について
当社はご提供いただいた個人情報を集計や加工のために第三者に委託することがありま
す。この場合の業務委託先は、当社が個人情報保護体制について一定の水準に達している
と判断した先で、かつ個人情報の取り扱いについて守秘義務等を内容とする契約書を締結

した先に限定します。

4. 個人情報を提供される場合の留意点
皆様が個人情報を当社に提供されるか否かは、皆様の判断にお任せいたします。ただし、
必須記入の表示がされている箇所にご記入がない場合は、一部サービスを受けられない場
合がありますのでご了承ください。

5. その他の事項
・当社では皆様にご提供いただいた個人情報に関して適用される法令を遵守いたします。
・当社ではより良く皆様の個人情報の保護を図るために、又は日本国の従うべき法令の変
更に伴い、個人情報保護方針を改定することがあります。
・当社のウェブサイトは外部サイトへのリンクを含んでいます。リンク先のサイトにおけ
る個人情報保護やサイトの内容に関しては責任を負いかねます。
・当社WEB画面はクッキーにより個人情報を取得する場合があります。

6. 個人情報の開示等に関するお問い合わせについて
当社の管理する全ての個人情報については、ご本人による利用目的の通知・開示・内容の訂
正・追加又は削除・利用の停止・消去及び第三者への提供の停止の権利を行使することが可
能です。個人情報に関するお問合せ窓口までご相談ください。開示等に関しては、コピー
費等の実費をご負担いただきます。

個人情報お問い合わせ窓口
株式会社インターグループ

FAX:06-6372-8087
E-Mail:indi-info@intergroup.co.jp

20001066（06）

20001066（06）
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入 学までの流れ

レベルチェックテスト受験
あなたの目的とレベルに最も適したクラスからスタート
していただくための入学レベル判定テストです。（有料）

⇒【p.4】

テスト結果通知/カウンセリング（希望者）
レベルチェックテスト終了後、数日以内にテスト結果とあ
なたに適したコースおよびレベルを書面で通知します。
ご希望者には結果より弱点克服のアドバイス、最適なコー
スのサンプルレッスンをご案内します。
※ テスト結果は2019年4月期ご入学の際まで有効です。2019年4月

期に再度受験された場合は最新のテスト結果が有効となります。
⇒【p.5】

入学手続き
テスト結果通知時にお渡しする「受講申込書兼契約書」に必要事項をご記入いただき、手続きを行ってください。
①「入学テスト結果」に記載の内容をもとに受講希望コース（曜日・時間）をお選びください。
② 「受講申込書兼契約書」にご記入いただく際には、必ず「受講のご確認書（別紙）」と「個人情報の取り扱いについて(本冊子p.2)」をよくお

読みの上、お手続きください。
③記入済みの「受講申込書兼契約書」をご郵送、または直接インタースクール事務局にお持ちください。
④学費のお支払いは、当校指定の銀行口座にお振込でお願いします。

	 三菱UFJ銀行	 大阪駅前支店	 普通	 1025824	 口座名	 株式会社インターグループ
	 りそな銀行	 梅田支店	 普通	 0072723	 口座名	 株式会社インターグループ
	 三井住友銀行	 梅田支店	 普通	 8698152	 口座名	 株式会社インターグループ

※学費提携ローンもございますのでお問い合わせください。
※領収証はお振込みいただいた名義のみの発行となります。別名義での発行をご希望の方は予めその名義にてお振込みください。

正式登録
●受講申込書兼契約書および学費の受領が確認でき次第、正式登録となります。
●電話・FAX・Eメールでの登録予約はお受けできません。

正式登録は先着順となります。申込受付期間内であっても各クラス定員になり次第、締め切らせ
ていただきますので、できるだけお早めの手続きをおすすめいたします。
※お申込み後、クラスの変更を希望される場合、既に定員に達しているクラスにはお入りいただけません。予めご了承ください。

受講確定証の送付
● 登録人数が最少開講人数に達した時点でクラスの開講が決定となります。お申込みいただきましたクラスの開講が決定次第、受講

確定証をお送りいたします。
● 最少開講人数に満たないクラスは開講できない場合がございますので、予めご了承ください。その場合、インタースクール事務局よ

り開講日の一週間前までにご連絡の上、学費をご指定の銀行口座に返金いたします。

無料サンプルレッスン参加（要予約）
プロ通訳者、翻訳者、担当講師によるコース別
無料体験レッスンを行います。

・お一人につき３クラスまで体験いただけます。
・ どのレッスンに参加されるか迷っておられる方は、お気

軽にご相談ください。
･ 無料サンプルレッスンにご参加いただけない場合は、随
時個別にコース説明をいたしますので、ぜひご来校く
ださい。 ⇒【p.5】

割引制度のご案内

⑶学生割引
インタースクールでは学生の皆さまに、より受講していただきやすくするた
め、学割制度を設けております。

⑵	お取引法人様割引

⑴	併行履修割引
通訳基礎コース、会議通訳コース、翻訳コース《総合ビジネス・広報》、医療通訳ワークショップコース、中国語総合力強化コース、中国語通訳者・翻訳者養成
コース、医療通訳コース《中国語》、フランス語コース《通訳・翻訳スキル》と他コースを併行履修していただいた場合、受講料（入学金・教材費は含みません）
の合計額より5%割引いたします。
※複数の割引制度を併用される場合は上限を15％割引までとさせていただきます。

資 格
2018年10月1日時点で、高等教育機関のいずれかに在籍して
いること（聴講生、研究生は含まない）。在籍している限り学割
期間に制限はありません。

必 要 書 類 学生証コピー（受講申込書兼契約書とともに提出してください）。
対象コース 2018年10月期募集要項掲載の全コース
割 引 額 受講料より（入学金・教材費は含みません）5％を割引いたします。

割引の上限 複数の割引制度を併用される場合は上限を15％割引までとさ
せていただきます。

資 格 割引指定法人様に在籍期間中のみ有効。
必 要 書 類 社員証コピー（受講申込書兼契約書と共に提出してください）。
対象コース 2018年10月期募集要項掲載の全コース
割 引 額 法人様により異なりますのでお問合せください。

割引の上限 複数の割引を併用される場合、受講料割引の上限を15％割引
までとさせていただきます。

詳細は下記を
ご覧ください。

割引制度あり
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レ ベルチェックテスト（有料）

レベルチェックテスト申込方法（要予約）
以下の方法でご予約ください。受験当日、当校にてお客様カードにご記入の上、受験料（現金）を添えてお申込ください。

レベルチェックテスト日程
レベルチェックテストはあなたの目標とレベルに最も適したクラスからスタートしていただくための入学レベル判定テストです。
★サンプルレッスン受講の方は、レッスン後レベルチェックのご案内を致します。（ご予約不要）

受験日時を選ぶ
日程は下記の「レベルチェック
テスト日程」をご覧ください。

予約した日にレベルチェックテスト
を受験
受付にてお客様（受講生）カードをご記入
いただき、受験料を添えてお出しくださ
い。
※�当日はテスト開始時刻の15分前までにご来校
ください。
※�一度納入された受験料は、理由の如何を問わず、お
返しできませんので、ご了承ください。

予約
①電話で…［06-6372-7551］
②�HP「サンプルレッスンお申込」ボタンから…
（レベルチェックテストもお申込いただけます）
　［http://www.interschool.jp/］
※�HP申込フォームよりご予約いただいた場合、自動
返信メールにてご予約受付完了となります。日時
をご確認の上、当日お越しください。
※�各クラスとも定員になり次第締め切りますので、
お早めにお申込ください。

Summer	Program	2018を受講された方は、レベルチェックテスト（1言語）を無料でご受験いただけます。

2018年10月期のレベルチェック判定でご案内するコース・レベルは2019年4月期のご入学まで有効です。

＊上記日程での受験が難しい場合は個別での予約も承ります。詳しくは事務局までお問い合わせください。
※母国語が日本語でないテスト受験希望の方は日本語能力試験（NI）の認定書をご提出頂いております。受験の際にご準備下さい。
※受験後のクラス登録は先着順となります。各クラスとも定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めの受験をおすすめいたします。
※受験料は各言語1,000円です。（2種類の言語を受験される場合は2,000円頂戴いたします）。
※通訳テスト及び翻訳テストは別途料金を頂戴致します。（表内ご参照）

テスト

日付

総合力テスト
（文法・語彙・読解・聴解）

通訳テスト
(逐次通訳・吹き込み）

翻訳テスト
(英日・日英翻訳）

約50分 約30分 約30分
1,000円 2,000円 2,000円

9月19日（水） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

9月21日（金） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

9月22日（土） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

9月26日（水） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

9月28日（金） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

9月29日（土） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

9月30日（日） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

10月3日（水） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

10月5日（金） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

10月6日（土） ①11:30～12:20
②15:00～15:50

①12:30～13:00
②16:00～16:30

①12:30～13:00
②16:00～16:30

希望コース テスト内容
通訳基礎コース、翻訳基礎コース、
Listening&Readingトレーニングコース、
医療英語コース、英語基礎力強化コース

英語総合力テスト

会議通訳コース、ビジネス通訳コース
英語総合力テスト

＋
通訳系コーステスト

翻訳コース《総合ビジネス・広報》
英語総合力テスト

＋
翻訳系コーステスト

テスト

日付

　中国語総合力テスト
(文法・語彙・読解・聴解）

約60分
1,000円

10月6日（土） ①12:30～13:30
②15:00～16:00

希望コース テスト内容

中国語総合力強化コース、
中国語通訳者・翻訳者養成コース、
医療通訳コース《中国語》

中国語テスト

※�中国語が母国語の方で上記コースを希望される場合、中国語テス
トと併せて日本語テスト（60分）をご受験頂きます。（受験料は
中国語テスト＋日本語テストで1,000円です。）

テスト

日付

総合力テスト
(文法・語彙・読解・聴解）

約60分
1,000円

9月22日（土） ①11:00～12:00

希望コース テスト内容

フランス語コース
《通訳・翻訳スキル》 フランス語テスト

英語コース 中国語コース

フランス語コース
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サ ンプルレッスン（無料）

サンプルレッスン（要予約）
サンプルレッスンへ参加ご希望の方は、以下の方法でご予約ください。定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにご予約ください。

※最大3レッスンまでお申し込み可能です。

サンプルレッスンとは…
開講に先立ち、インタースクールの授業内容や指導方法をより具体的に理解していただくため、コース別に授業で扱った教材を用いて行う
無料のレッスンです。担当講師によるカリキュラム説明および教授メソッドの解説、スタッフからのコース概要説明も行います。レッスン
後には皆様からのご質問にもお答えします。

継続生・復学生早割
9/27（木）まで

新入生早割
10/4（木）まで

サンプルレッスンにご参加の方はレベルチェックテストの受験料合計が
半額になります。是非ご参加ください。

サンプルレッスンを選ぶ
日程は下記の「サンプルレッ
スンスケジュール」をご覧く
ださい。レベルチェックテス
トの結果をもとにおすすめの
コースをいくつかご提案いた
します。ご興味のあるサンプ
ルレッスンをお選びください。

予約した日に
サンプルレッスンに参加
●�15分前までに大阪校受付にお
越しください。
●�筆記用具・辞書をお持ちくだ
さい。

予約
①電話で…［06-6372-7551］
②�HP「サンプルレッスンお申込」ボタンから…
　［http://www.interschool.jp/］
※�HP参加申込フォームよりご予約いただいた場合、自動返信
メールにてご予約受付完了となります。日時をご確認の上、
当日お越しください。
※�各クラスとも定員になり次第締め切りますので、お早めに
お申込ください。

コース名
（レッスン時間）

9/22
（土）

9/26
（水）

9/28
（金）

9/29
（土）

9/30
（日）

10/3
（水）

10/5
（金）

10/6
（土）

10/14
（日）

通訳基礎
Listening,	Reading

（60分）

10:00
Listening
11:15
Reading

10:00
Listening
11:15
Reading

�
10:00
Listening
11:15
Reading

�

英語基礎力強化
（60分） 14:00 14:00

会議通訳	（90分） 14:45 19:00 14:45

翻訳≪一般・広報≫
（60分）

10:00
日英
11:30
英日

�
13:30
日英
15:00
英日

翻訳基礎（60分） 14:45 14:45

ビジネス通訳	（90分） 19:15 15:00 19:15

医療通訳《中国語》
	（90分） 10:00 10:00

中国語総合力強化
（60分） 13:30 13:30

中国語通訳者・
翻訳者養成
（60分）

15:00 15:00

フランス語
《通訳・翻訳スキル》

（60分）

10:30
基礎科
12:00
本科

※一部のレッスンにはレベルを設けております。次ページのレベルの目安を参考にお申し込みください。
※当日は筆記用具・辞書をお持ちください。
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コース別レベル一覧表 （英語）

コース別レベル一覧表 （中国語） ▶P.10・12

Business�Level
Professional�Level

コース名
1 2 3 4

レベルの目安
TOEICＲ600点程度
英検2級程度

TOEICＲ730点程度
英検準1級程度

TOEICＲ900点程度
英検1級程度

英語の基礎力を
高める

英語基礎力強化
コース 英語基礎力強化コース ▶P.10

Listening&Reading
トレーニングコース Listening＆Readingトレーニングコース ▶P.10

通訳基礎
コースⅠ

通訳基礎
コースⅡ

通訳基礎
コースⅢ 通訳基礎コース ▶P.8

会議通訳コース
本科Ⅰ

会議通訳コース
本科Ⅱ

会議通訳コース
本科Ⅲ 会議通訳コース ▶P.8

翻訳基礎
コースⅠ

翻訳基礎
コースⅡ 翻訳基礎コース ▶P.9

翻訳コース	《総合ビジネス・広報》 翻訳コース	《総合ビジネス・広報》
翻訳コース《総合ビジネス・広報》 ▶P.9

Ⅰ・Ⅱ Ⅲ・Ⅳ

ビジネスで適用
する力をつける

ビジネス通訳コース
入門

ビジネス通訳コース
Ⅰ

ビジネス通訳コース
Ⅱ ビジネス通訳コース ▶P.8

専門分野を学ぶ

医療通訳コース 医療通訳・ワークショップコース 医療通訳・ワークショップコース《英語》 ▶P.13

医療通訳スキル特化講座《英語》 医療通訳スキル特化講座《英語》 ▶P.12

医療英語コース 医療英語コース ▶P.12

翻訳者を目指す

通訳者を目指す

汎
用
性
の
あ
る
力
を
じ
っ
く
り
高
め
る
コ
ー
ス

目
的
に
特
化
し
た
力
を
高
め
る
コ
ー
ス

中国語検定 3級 2級 準 1級 1級
新HSK 5級 6級 —

中国語
コース

中国語総合力
強化コース

中国語通訳者・
翻訳者養成コースⅠ

中国語通訳者・
翻訳者養成コースⅡ

医療通訳コース《中国語》

医療通訳スキル
特化講座《中国語》

※�語学試験レベル表示はあくまで目安です。入学レベル
は当校のレベルチェックテスト結果で決定します。
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コース別レベル一覧表 （英語）

コース別レベル一覧表 （フランス語） ▶P.9

※語学試験レベル表示はあくまで目安です。入学レベルは当校のレベルチェックテスト結果で決定します。

Business�Level
Professional�Level

コース名
1 2 3 4

レベルの目安
TOEICＲ600点程度
英検2級程度

TOEICＲ730点程度
英検準1級程度

TOEICＲ900点程度
英検1級程度

英語の基礎力を
高める

英語基礎力強化
コース 英語基礎力強化コース ▶P.10

Listening&Reading
トレーニングコース Listening＆Readingトレーニングコース ▶P.10

通訳基礎
コースⅠ

通訳基礎
コースⅡ

通訳基礎
コースⅢ 通訳基礎コース ▶P.8

会議通訳コース
本科Ⅰ

会議通訳コース
本科Ⅱ

会議通訳コース
本科Ⅲ 会議通訳コース ▶P.8

翻訳基礎
コースⅠ

翻訳基礎
コースⅡ 翻訳基礎コース ▶P.9

翻訳コース	《総合ビジネス・広報》 翻訳コース	《総合ビジネス・広報》
翻訳コース《総合ビジネス・広報》 ▶P.9

Ⅰ・Ⅱ Ⅲ・Ⅳ

ビジネスで適用
する力をつける

ビジネス通訳コース
入門

ビジネス通訳コース
Ⅰ

ビジネス通訳コース
Ⅱ ビジネス通訳コース ▶P.8

専門分野を学ぶ

医療通訳コース 医療通訳・ワークショップコース 医療通訳・ワークショップコース《英語》 ▶P.13

医療通訳スキル特化講座《英語》 医療通訳スキル特化講座《英語》 ▶P.12

医療英語コース 医療英語コース ▶P.12

仏検 2級 準 1級 1級

フランス語
コース

フランス語コース
《通訳・翻訳スキル》

基礎科

フランス語コース
《通訳・翻訳スキル》

本科

※�語学試験レベル表示はあくまで目安です。入学レベル
は当校のレベルチェックテスト結果で決定します。
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通訳基礎コース 「人に伝える」ための確固とした基礎力を身につけ、それを土台
に高度な応用力、運用能力の習得を目指します

� Ⅰ� 定員8名
� Ⅱ・Ⅲ� 定員12名

◆週2全36レッスン 受講期間：2018年10月16日（火）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：168,480円（消費税込）

通訳に必要な英語理解力と「人に伝える力」を高めるコースです。「なんとなく判ったつもり」から、ロジカルで発信力のある「伝える」
英語力への脱却に向けて訓練をしていきます。英語を日本語に訳出する通訳訓練を通して、構文理解力・文法力・語彙力・リスニング力・
リーディング力を向上させますので、通訳だけではなく翻訳にも通じる基礎体力が身につきます。国際交流の場で通用する通訳者・
翻訳者を目指す夢をお持ちの方、職場でもっと正確な英語力を発揮をしたいとお考えの方々に最適なコースです。

Ⅱ
	A		 火・金	 10：15～12：00
	B		土曜集中	10：00～11：45　12：45～14：30
	C		日曜集中	10：15～12：00　13：00～14：45

Ⅰ
	A		 火・金	 10：15～12：00
	B		土曜集中	10：00～11：45　12：45～14：30
	C		日曜集中	10：15～12：00　13：00～14：45

Ⅲ
	A		 火・金	 10：15～12：00
	B		土曜集中	15：00～16：45　17：00～18：45
	C		日曜集中	10：15～12：00　13：00～14：45

併
行
割
適
用

通 訳者を目指すコース

会議通訳コース 半世紀の経験と実績～インタースクールが誇る本格的な通訳者
養成コースです 定員12名

◆週2全36レッスン	 受講期間：2018年10月16日（火）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：本科Ⅰ	253,800円（消費税込）　本科Ⅱ	290,520円（消費税込）　本科Ⅲ	295,920円（消費税込）

通訳には土台となる基礎力（聴解力・読解力・文法力）・表現力に加えて、情報保持力・言語転換力・背景知識な
ど、総合的な要素が必要です。通訳に必要なスキル（内容理解力・情報保持力、訳出力／デリバリー）を高めるた
めの基礎訓練と、逐次の訳出訓練を通して、確固とした総合力を身につけます。

本科Ⅰ

本科Ⅰで習得した通訳スキルをベースに、英語と日本語の運用能力を高め、プロ通訳者デビューできる力を養成し
ます。
パフォーマンスに重点を置き、会議通訳者として必要な逐次・同時通訳技能の向上を目指します。現場を想定し、
同時通訳ブースを用いた臨場感あふれる授業も行います。
※「本科Ⅲ」ではターム修了時に外国語通訳検定試験TOIFL®（Test�of� Interpreting�Foreign�Languages）をご
受験いただきます。（受験料は受講料に含まれます。）

本科Ⅱ・Ⅲ

本科Ⅰ
	A		 火・金	 19：00～21：00
	B		土曜集中	14：45～16：45　17：00～19：00

本科Ⅲ
	 	 土曜集中	 9：45～11：45　12：30～14：30

本科Ⅱ
	 	 土曜集中	 12：30～14：30　14：45～16：45

※本科Ⅱと本科Ⅲは合同クラスで開講することがあります。

併
行
割
適
用

会議通訳コース・翻訳コース
《総合ビジネス・広報》限定

併行受講特別割引
� 受講料合計�� 特別価格
� 428,220円� →� 373,680円
� 464,940円� →� 373,680円
� 470,340円� →� 373,680円
� 507,600円� →� 373,680円
� 544,320円� →� 429,840円
� 549,720円� →� 429,840円
� 581,040円� →� 429,840円
� 586,440円� →� 429,840円

ビ ジネスで通用する力をつけるコース

ビジネス通訳コース ビジネス分野に絞って通訳訓練をおこないます 定員10名

◆週1全18レッスン	 受講期間：2018年10月16日（火）～2019年3月3日（日）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：97,200円（消費税込）

社内通訳者を目指したい方や、仕事での語学運用力を上げたい方におすすめのコースです。目や耳から得た情報を短い時間で確実に
理解し、それを正確に人に伝える力を英⇒日、日⇒英の両面から伸ばします。ビジネス経験豊富な日本人講師の指導のもと、量をこな
していく実戦形式の授業で、通訳スキルはもちろん、ビジネスパーソンに求められる能力（要約力・情報保持力・伝達力等）の向上も期待
できます。

入門
	A		 火	 19：15～20：45
	B		 水	 19：15～20：45
	C		 日	 13：00～14：30

Ⅰ
	A		 水	 19：15～20：45
	B		 日	 10：30～12：00

Ⅱ
	A		 火	 19：15～20：45
	B		 日	 10：30～12：00

同カリキュラム週内で振替可
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翻訳コース 《総合ビジネス・広報》 さまざまなライティングスタイルを学び、一般的な内容や実務
翻訳分野を取り扱い、実践的な翻訳スキルを身につけます 定員12名

◆週1全36レッスン	 受講期間：2018年10月20日（土）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：	Ⅰ・Ⅱ	253,800円（消費税込）　Ⅲ・Ⅳ290,520円（消費税込）

（日英のみ・英日のみ受講	174,420円（消費税込）※Ⅲ・Ⅳのみ）
パンフレット・広報物・スピーチ・記事・論文・広告などの様々なスタイルや、一般ビジネスにも関わる幅広い分野の教材を使用します。
英日側は日本人翻訳者、日英側はネイティブプルーフリーダーが担当します。授業では事前に課題文の翻訳を提出していただき、講
師がチェックしたものをもとに、クラス全員でディスカッションをしながら訳文を研鑽していきます。

本科Ⅲ・Ⅳ
	 	 土曜集中	 日英9：45～11：45	 英日12：30～14：30
※事前課題をクラス開講日の一週間前にEメールにて送付いたします。お早めにお申込みください。

併
行
割
適
用

本科Ⅰ・Ⅱ
	 	 土曜集中	 9：45～11：45	 12：30～14：30

翻 訳者を目指すコース

翻訳基礎コース 翻訳スキルの土台を様々な手法でしっかり固めます 定員10名

◆週1全18レッスン 受講期間：2018年10月16日（火）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：104,220円（消費税込）

翻訳を行う上でベースとなる文法・構文の徹底訓練や、英文の構造を紐解きながら意味を正確に理解する英文読解など、様々な面から
基礎固めを行っていきます。速読・精読の両面からのアプローチで力を高めます。また、比較的短い文章の教材を使用し、英日・日英
それぞれの訳出練習も行います。
プロの翻訳者を目指す方、その第一歩を是非ここから踏み出してください。

Ⅱ
	A	　火	 19：00～21：00
	B	　日	 10：00～12：00

Ⅰ
	 	 土	 14：45～16：45

※教材費別途1,500円程度

フ ランス語コース

フランス語コース
《通訳・翻訳スキル》 通訳訓練法を用いて、完成度の高いフランス語力を養います 定員12名

◆週1全36レッスン	 受講期間：2018年10月20日（土）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：基礎科	164,160円（消費税込）　本科	185,760円（消費税込）

基礎科では新聞や雑誌など社会・文化に関する内容を取り上げ、正確に伝わりやすい訳し方を学びます。本科ではネイティブ講師と
日本人講師がペアとなり、日本人講師側ではより自然な日本語に訳せるようクラスで検討します。ネイティブ講師担当の授業では毎
回翻訳課題を提出いただき、日⇒仏翻訳を添削し内容検討をおこないます。全クラスで音源を使ったディクテーションの宿題があり、
総合力を高めていきます。

併
行
割
適
用

基礎科（仏検2～準1級程度）
	 	土曜集中	 10：00～11：45　12：45～14：30

本科（仏検準1級～1級以上）
	 	土曜集中	 15：00～16：45　17：00～18：45
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英 語の基礎力を高めるコース

Listening＆Reading
トレーニングコース 忙しい方のための週1回、比較的短期間のコースです 定員10名

◆週1各8レッスン
受講期間：	Reading	 Listening

	 2018年10月28日（日）～12月16日（日）	 2019年1月6日（日）～2019年2月24日（日）
入学金：無料　受講料：Listening・Reading	各47,520円（消費税込）　Listening+Reading	86,400円（消費税込）

英語総合力の強化に効く『通訳基礎コース』を週に1回、受講期間を短くしたコースです。通訳基礎コースに通っているが今期は少し
ゆったり受講したい、受講を始めてみたいが、週2レッスン通えるか不安、先の予定がはっきりしないといった方におすすめです。リ
スニング・リーディングどちらかのみでのご受講も可能ですが、両方を学んでいただくことをおすすめします。コース内容の詳細は
通訳基礎コースをご覧ください。

受講クラス
	 	 日	 15：00～16：45

英語基礎力強化コース 基礎をしっかり定着させることは結局は近道になります 定員8名

◆週1全18レッスン 受講期間：2018年10月20日（土）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：86,400円（消費税込）

大体わかる→明確に理解できるようになりたい方のためのコースです。リスニング・リーディングをバランスよく行い、インタースクー
ルの通訳訓練法を用いて細かい部分まで「聞ける」「読める」、更には内容を正しく伝えられる自信をつけることを目指します。しばら
く英語から離れていて、基礎から力を見直したい方におすすめです。

受講クラス
	A		 土	 15：00～16：30
	B		 土	 17：00～18：30

中 国語コース

中国語総合力強化コース 中国語の基礎力をバランスよく伸ばします 定員10名

◆週1全36レッスン 受講期間：2018年10月20日（土）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：162,000円（消費税込）

中国語の基礎的な力をバランスよく伸ばすコースです。習得した文法の応用力を高め、リスニング・リーディングの強化、語彙力の増
強を図り、より正確な表現を目指します。また、通訳者・翻訳者を目指す方は基礎力を強化し、通訳者・翻訳者養成コースでの訓練に必
要な力をそなえます。中国語ネイティブ講師・日本語ネイティブ講師の2名で担当します。

（中国語検定3～2級・新HSK5級程度）
	 	土曜集中	 10：00～11：45　12：45～14：30

併
行
割
適
用

中国語通訳者・翻訳者養成コース 完成度の高い、現場で活かせる中国語力を養います 定員10名

◆週1全36レッスン 受講期間：2018年10月20日（土）～2019年3月9日（土）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：183,600円（消費税込）

通訳者・翻訳者を目指す方、ビジネスの現場で活かせる中国力が必要な方など、実用的な中国語を本格的に学びたい方におすすめの
コースです。レベルⅠでは情報保持力を強化し、逐次通訳・翻訳の訓練を、レベルⅡでは通訳メソッドを活用した本格的な通訳・翻訳
の訓練によりプロに近づける力を身につけます。中国語ネイティブ講師・日本語ネイティブ講師の2名で担当します。

Ⅱ（中国語検定1級・新HSK6級以上）
	 	土曜集中	 10：00～11：45　12：45～14：30

Ⅰ（中国語検定2～準1級・新HSK6級程度）
	 	土曜集中	 15：00～16：45　17：00～18：45

併
行
割
適
用
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法 人のお客様

充 実のキャリア支援サービス

法人語学研修 お客様のニーズにあったカスタムメイドのカリキュラムをご提案します

初級から国際業務レベルまで、お客様のニーズにあったカスタムメイドのカリキュラムで最適な研修をご提供します。
半世紀近くの経験と実績から生みだしたメソッドで、受講生の皆様の語学力を確実かつ飛躍的に強化させます。
【対応言語】英語・中国語・韓国語・フランス語・スペイン語　※その他の言語をご希望の方はご相談ください。

無料キャリアサポート なりたい自分を実現するためにグループ全体で応援します。

◆インターグループ人材部割引（全コース対象）

割引率 稼働実績によって異なります。詳細は㈱インターグループ人材部へお問い合わせください。

対象者 2018年4月1日～2018年9月30日の期間に弊社人材部にて一定の稼働実績のある方

必要書類 ㈱インターグループ人材部発行の稼働実績証明書

申込方法
①�㈱インターグループ人材部（TEL:06-6372-8350）に「稼働実績証明書」を申請してください。
②�インタースクール大阪校「受講申込書兼契約書」の通信欄に、割引制度利用の旨を明記の上、「稼働実績証明書」を添えてお
申し込みください。

優秀な人材をお探しの企業／大学／団体のご担当者様へ
語学スペシャリスト派遣・紹介のご相談はインターグループへ！

上記以外にも様々な職種に対応いたします。まずはご相談ください。

カウンセリング、登録のご相談は下記まで！
株式会社インターグループ　人材部　担当：桐石、米澤（電話受付時間：平日9：30～17：30）

TEL：06-6372-8350　Email：ipacs-osa@intergroup.co.jp	

キャリアカウンセリング

通訳・翻訳 バイリンガル秘書英文事務 コーディネーター

お仕事のご紹介
インターグループ人材部では、語学を活かした仕事を希望される方
に、無料キャリアカウンセリングをおこなっています。
これまでのキャリア、現在の語学レベル、今後のキャリアへのご希
望をお伺いした上で、皆さま一人ひとりが思い描く未来のキャリ
アに向けて、アドバイスをいたします。
英語を使った仕事に転職するためにはどうすれば…？、将来、通
訳・翻訳を仕事にしたいが、どのような道を進めばいいだろう…？
といったお悩みをお持ちの方、まずは人材部までご連絡ください。

インターグループでは、レベル・ライフスタイル・キャリアプラン・ご
希望のお仕事の形態に応じて、人材派遣や正社員／契約社員とし
ての人材紹介、単発での通訳・翻訳のお仕事など、さまざまな形態
でのお仕事を紹介しています。
本格的な通訳・翻訳業務だけではなく、英文事務やイベント通訳、バ
イリンガル秘書、コーディネーターなど、ご紹介職種は様々。業種
も医薬、自動車、機器・機械、技術、IT、ホテル、貿易、エネルギーなど
多岐にわたります。
転職ご検討中の方は、是非ご登録ください！
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医 療通訳コース《英語》/《中国語》

訪日外国人数のさらなる増加、外国人受入体制の整った病院の拡充を背景に、専門職としての「プロの医療通訳者」が求められてい
ます。将来にわたって医療通訳ニーズの拡大を見せている今、志を抱く皆様にとっては正に挑戦のチャンスです！
※インタースクールは厚生労働省「平成29年度医療通訳養成支援間接事業」実施団体です。

国際外来を持つ医療機関と現役医師が監修した
日本初の医療通訳者養成コース

医療通訳スキル
特化講座《英語》 短期集中で通訳技術をさらにビルドアップ 定員12名

2018年4月期修了ターム受講期間：2019年3月20日(水)～2019年5月18日(土)【全8回】
入学金：無料　受講料：81,600円（消費税込）

医療通訳コース《英語》修了者レベルを対象に、医療通訳現場を想定した短期集中実践演習型の通訳訓練で、運用力と通訳技術をワン
ランク上へと導きます。他の学校で当校の医療通訳コース《英語》同等課程を修了された方、現在、医療通訳者として稼働中の方は、ご
受講いただけます。

受講クラス
	 水	 19：00～21：00 	 土	 15：00～17：00 同カリキュラム週内で振替可

医療通訳コース《中国語》医療現場で必要なプロ通訳スキルと医学知識を身につける 定員12名

受講期間：2018年11月4日(日)～2019年4月7日(日)【全21回／83時間】
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：242,028円（消費税込）

日本屈指の国際外来をもつ医療機関の全面的サポートと医師の監修による実践的カリキュラムで、コース修了時には医療通訳現場に必
要な医学知識と通訳スキルが一通り習得できます。医療通訳に興味のある方、医療通訳者を目指す方、医療通訳の経験はあるが通訳ス
キルを向上させたい方、医療通訳者に必要な医学知識を学びたい方、メディカルコミュニケーターを目指す方にもお薦めのコースです。
※厚生労働省「医療通訳育成カリキュラム（平成29年9月版）」に準拠

併
行
割
適
用

	 	　　日曜集中	 10：00～12：00　12：30～14：30
受講クラス

医療通訳スキル
特化講座《中国語》 短期集中で通訳技術をさらにビルドアップ 定員12名

医療通訳コース《中国語》修了レベル以上
受講期間：2019年4月14日（日）～2019年6月9日（日）【全8回】

入学金：無料　受講料：81,600円（消費税込）

医療通訳コース《中国語》修了者レベルを対象に、医療通訳現場を想定した短期集中実践演習型の通訳訓練で、運用力と通訳技術をワ
ンランク上へと導きます。他の学校で当校の医療通訳コース《中国語》同等課程を修了された方、現在、医療通訳者として稼働中の方は、
ご受講いただけます。

受講クラス
	 日	 13：00～15：00

医療英語コース 医療関連トピックの教材を用いながら、
医療現場で求められるコミュニケーション能力を身につける 定員12名

◆週1全18レッスン 受講期間：2018年10月21日（日）～2019年3月3日（日）
入学金：32,400円（消費税込）　受講料：149,040円（消費税込）

医療分野に絞って英語力を伸ばしたい方や、医療通訳コースで学ぶ前に通訳の基礎訓練をおこないたい方にお勧めのコースです。医
療関連のトピックをとりあげ、通訳訓練法を用いながら、簡単な通訳技能やリスニング・リーディング・スピーキング能力の習得を目指
します。

※教材費別途3,000円程度

受講クラス
	 日	 13：00～14：45

併
行
割
適
用
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併
行
割
適
用

医療通訳コース《英語》 医療現場で必要なプロ通訳スキルと医学知識を身につける 定員12名

◆週1全42レッスン

日本屈指の国際外来を持つ医療機関の協力により、必須の医学知識の学習とプロ通訳スキルの習得を目指すコースです。医師による
解剖生理学の講義と病院監修の実践的なカリキュラムにより、医療通訳現場に必須な医学知識が一通り学習できます。医療通訳に興
味のある方、医療通訳者を目指す方、医療通訳の経験はあるが通訳スキルを向上させたい方、医療通訳者に必要な医学知識を学ばれた
い方、メディカルコミュニケーターを目指す方にお勧めです。※厚生労働省「医療通訳育成カリキュラム（平成29年9月版）」に準拠

医療通訳ワークショップ《英語》 現場に即した実践スキルを身につける 定員12名

◆週1全18レッスン

医療通訳コース《英語》を修了された方、もしくは同等のスキルをお持ちの方が対象のコースです。限られた情報をもとに通訳準備を
おこない、医療現場さながらに即興でのスキット通訳をおこなう形式で、実践力を高めます。

併
行
割
適
用

下記コースは2019年春に募集・開講予定です。

※詳細については後日ホームページよりご覧ください。

※他の割引と併用することはできません。

セット申込み特典のご案内
『医療通訳コース《中国語》』と本コース修了後に実施される短期講座『医療通訳スキル特化講座《中国
語》』とセットでお申込みの方には、総受講料が 10%OFFになる特典をご用意しております。現場が求め
る通訳技術と医療知識のさらなる習得にセット申込みがお勧めです。是非、ご利用下さいませ。

セット申し込み受講料

医療通訳コース(中国語)

医療通訳スキル特化講座

10％OFF!1 2

         

81,600 円（税込）

242,028 円（税込）

（                  ）
　　291,265 円（税込）　　

1

2

3
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よくあるご質問

Q 宿題が多いと聞きますが、どれくらいですか？

A
コースによって異なりますが、目安として週2レッスンのコースは週に7～8時間程度、週1レッスンのコースは週
に2～3時間程度とお考えください。語学力向上のためには、ご自宅での勉強も重要な要素です。
日々の忙しさの中で、時間を作ることは非常に難しいことですが、その努力はきっと半年後、1年後に成果となっ
て現れてくるでしょう。

Q 途中で転居した場合、インタースクールの他校へ転校はできますか？

A インタースクールは国内に全8校ございます。ご受講いただいていたコース等の情報を、転居先の最寄校に連携し、
ご受講いただくコースや曜日・時間帯をご相談させていただきます。

Q 在学中や卒業後にお仕事の紹介はありますか？

A
インタースクールでは実務に活かせる実践的な授業を行うと同時に、在学中から㈱インターグループとの連携で、
受講生のレベルに応じてOJTの場を提供しております。社内通訳者・翻訳者、バイリンガル・セクレタリー、英文クラー
クなどの職種を対象に、3ヶ月～1年の長期の語学スペシャリスト派遣業務を行っております。また、フリーラン
スの通訳者・翻訳者として㈱インターグループにご登録をいただくこともできます。ご希望の方はお問い合わせ
ください。

Q 入学は随時できますか？

A
原則的に4月と10月が開講時期となっております。開講後の途中入学を希望される場合は、ご相談ください。そ
の他、サマープログラム、ウィンター＆スプリングプログラムなど、短期講座を行っておりますので、詳細はお問い
合わせください。

Q 授業の見学はできますか？

A
授業の見学はできませんが、開講前に実際の授業と同じようにクラスを進めるサンプルレッスンがございます。
また、サンプルレッスン実施時期以外でも、コースに関するご説明を随時行っておりますので、遠慮なくお問い合
わせください。

Q 途中で通えなくなった場合はどのようになりますか？

A
予定・ご都合が変わられ、受講を続けられることが困難な場合、未受講分のレッスンに相当する受講料をお預かり
させていただく制度があります。お預かりした受講料はインタースクール全8校、全コースの受講料に充当して
いただけます。また、お預かりした受講料は、海外赴任等で復学の目処が立たない場合、未受講分の受講料から
20％の手数料を差引きご返金させていただきます。

早期お申込割引のご案内
下記期限までに、お申込みいただく場合、早期申込割引がございます。
※期限までに受講申込書兼契約書のご提出、学費全額の入金確認の両方が条件となります。

割引名 新入生 継続・復学生 対象コース 入金締切 受講申込書兼契約書のご提出締切日
ご来校 郵送

超早割 入学金全額OFF 受講料5%OFF 翻訳コース、
会議通訳コース 9/13（木） 9/13（木）17:30 9/12（水）消印有効

早割 入学金50%OFF 受講料3%OFF 上記以外の全コース

継・復
9/27（木） 9/27（木）17:30 9/26（水）消印有効

新入生
10/4（木） 10/4（木）17:30 10/3（水）消印有効
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学 費一覧

コース名 入学金
（消費税込）

受講料
（消費税込）

通訳基礎コース 32,400円 168,480 円

会議通訳コースⅠ 32,400円 253,800 円

会議通訳コースⅡ 32,400円 290,520 円

会議通訳コースⅢ 32,400円 295,920 円

翻訳基礎コース 32,400円 104,220 円

翻訳コース《総合ビジネス・広報》Ⅰ・Ⅱ 32,400円 253,800 円

翻訳コース《総合ビジネス・広報》Ⅲ・Ⅳ 32,400円 290,520 円

翻訳コース《総合ビジネス・広報》Ⅲ・Ⅳ�日英のみ・英日のみ受講 32,400円 174,420 円

英語基礎力強化コース 32,400円 86,400 円

Listeningトレーニングコース 無料 47,520 円

Readingトレーニングコース 無料 47,520 円

Listening&Readingトレーニングコース 無料 86,400 円

ビジネス通訳コース 32,400円 97,200 円

医療通訳スキル特化講座《英語》 無料 81,600 円

医療英語コース 32,400円 149,040 円

医療通訳コース《中国語》 32,400円 242,028 円

医療通訳スキル特化講座《中国語》 無料 81,600 円

中国語総合力強化コース 32,400円 162,000 円

中国語通訳者・翻訳者養成コース 32,400円 183,600 円

フランス語コース《通訳・翻訳スキル》基礎科 32,400円 164,160 円

フランス語コース《通訳・翻訳スキル》本科 32,400円 185,760 円

※教材費が別途必要なコースがあります。詳しくは各コースのページをご覧ください。
※継続生・復学生の方で、既に入学金をお支払いただいている場合、入学金は不要です。
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スクールWEBサイトも御覧ください。	http://www.interschool.jp/

●福岡校
〒810-0041　福岡市中央区大名２-４-22
新日本ビル８階
Phone：092ー712ー9549
■‥地下鉄空港線「赤坂駅」4番出口より徒歩１分
■‥西鉄バス「赤坂門(大正通り側)」すぐ

●東京校
〒105-0001　東京都港区虎ノ門2-2-5
共同通信会館4F
Phone‥:‥03ー5549ー6910
■東京メトロ銀座線・南北線　溜池山王駅9番出口より徒歩４分
■東京メトロ千代田線・丸ノ内線　国会議事堂前駅9番出口より徒歩４分
■東京メトロ銀座線‥虎ノ門駅3番出口より徒歩６分

●仙台校
〒980-0013　仙台市青葉区花京院1-1-5
タカノボル第25ビル7F
Phone：022ー215ー4011
■JR仙台駅より徒歩5分

●京都校
〒604-8152　京都市中京区烏丸通蛸薬師下る
手洗水町651-1‥第14長谷ビル4F
Phone：075ー256ー3685
■地下鉄烏丸線四条駅・阪急京都線烏丸駅22番出口徒歩2分
■市バス烏丸四条（A〜F）より徒歩5分

●大阪校
〒531-0072　大阪市北区豊崎3-20-1
インターグループビル
Phone：06ー6372ー7551
■地下鉄御堂筋線中津駅より徒歩１分
■阪急梅田駅より徒歩５分

●名古屋校
〒450-0002　名古屋市中村区名駅2-38-2
オーキッドビル8F
Phone：052ー581ー5599
■地下鉄名古屋駅1番出口より徒歩2分

●広島校
〒730-0051　広島市中区大手町2-8-5
合人社広島大手町ビル10F
Phone：082ー246ー4955
■広島電鉄袋町電停より徒歩1分

●金沢校
〒920-0852　金沢市此花町7-8
カーニープレイス金沢第2ビル3F
Phone：076ー221ー4870
■JR金沢駅東口(兼六園口)より徒歩5分


