
A-1  短期集中！通訳入門　～ 通訳訓練を通して、確かな英語力を身につける ～
受講レベル目安 コース概要 受講日程 受講料

TOEIC®730点程度
以上

通訳スキルを基本から学んでみませんか？
現役の通訳者が担当し、英語力向上に効果的な訓練法をわかりやすく
お伝えします。より深く・正確に理解し、効率よく英文を読む・聞く
ためのスキルを身につけませんか。
これから勉強を始める方はもちろん、本当に役立つ英語力を身につけ
たい方、今まで頼まれるままに手探りで通訳してはいるけれど・・と
いう方も、おいでください。お待ちしております。

＊月曜日もしくは土曜日のクラスのいずれかをお選びいただけます。

【日程 A】
2/26, 3/5, 3/12

（月）10:30～12:15

【日程 B】
2/24, 3/3, 3/10

（土）15:00～16:45

全 3 回（105 分／回）

21,000 円
（税込）

A-2  基礎から学ぶ翻訳入門　～ 翻訳スキルを基本から！ ～
受講レベル目安 コース概要 受講日程 受講料

TOEIC®550点程度
以上

翻訳の楽しさと翻訳スキルの基本を現役翻訳者から学びます。（隠れた
意図も読み取る）英文読解や日英変換スキルのコツは、英語力向上一
般にも効果的です。実務文書に加え、いまホットなカズオ・イシグロ
や村上春樹などの作品にも触れながら、翻訳の楽しさや難しさに触れ
てみませんか。
これから翻訳の学習をはじめたい方、より確かなリーディング力をつ
けたい方、翻訳スキルをビジネスに活かしたい方、英語をもっと楽し
みたい方にもおすすめのコースです。

2/24, 3/3, 3/10
（土）10:00～12:00

全 3 回（120 分／回）

33,500 円
（税込）

A-3  TOEICⓇ730 点突破　～ 資格試験対策を通して、英語基礎力をアップ ～
受講レベル目安 コース概要 受講日程 受講料

TOEIC®500～600
点程度

目標スコアを超えるために Part ごとの特徴をつかみながら、演習を
通して必要な手法を身につけていきます。スコアアップの要となる「聴
く力」と「読む力」をバランス良く強化し、教授経験豊富な日本人講師が、
弱点を強化する学習法も提案していきます。
TOEICⓇ730 点を突破したい方、独学でのスコアアップに伸び悩ん
でいる方、英語の基礎力をつけたい方にもおすすめです。

2/14, 2/21, 2/28, 3/7, 3/14
（水）19:00～20:30

全 5 回（90 分／回）

30,000 円
（税込）

A-4  実践！英語スピーチトレーニング　～ 英語でのコミュニケーション力を高める ～
受講レベル目安 コース概要 受講日程 受講料

TOEIC®700点程度
以上

自分の考えを相手に効果的に伝えるコミュニケーションスキルを、ス
ピーチ指導経験豊富なネイティブ講師がお教えします。スピーキング
の実践の場としてはもちろん、効果的な英語スピーチが出来るよう講
師が指導していきます。
ワンランクアップのスピーキング力を身につけたい方、仕事で英語を
使う機会がある方にもおすすめです。

＊Short Program 2017の同コースを受講された方も受講いただけます。

2/22, 3/1, 3/8, 3/15, 3/22
（木）19:00～20:30

全 5 回（90 分／回）

30,000 円
（税込）

〈お問合せはこちら〉

インタースクール仙台校
受付時間　火・水  9:00～20:00    月 ･ 木・金・土  9:00～17:30

※日曜・祝日を除く
〒 980-0013
仙台市青葉区花京院1-1-5 タカノボル第25ビル7F
TEL 022-215-4011　FAX 022-262-3139
E-mail school-sendai@intergroup.co.jp
http://www.interschool.jp/

― ACCESS ―
■ JR仙台駅より徒歩約５分
■ 宮城交通高速バスターミナル
　より徒歩約1分　

インタースクール仙台校

Winter & Spring Program 2018 のご案内
“伝えるこころ”と“伝えるスキル”

INTER SCHOOL
SENDAI

Winter & Spring 
Program 2018

受講特典	 			Winter	&	Spring	Program	2018を受講された方が
 2018 年 4 月期コースを受講される場合 ⇒ レベルチェックテスト無料

学生割引	   全コース 10％ OFF （お申込み時に学生証のコピーを提出してください）



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 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

フリガナ 年齢

歳

（自宅） TEL （携帯） TEL

お名前 E-MAIL

ご住所

〒 （　　　　－　　　　） ご自身の語学レベル／お持ちの資格 （取得年） や海外滞在経験 （国名 ・ 年数 ・ 留学機関名）
などをご記入ください。 コース運営の参考にさせていただきます。
その他実務経験などがあればご記入ください。

受講希望
コース

日程が分かれているコースは、 ご希望の日程に○をつけてください。

コース№　　　　　　　　　　　コース名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程 A ・ 日程 B

コース№　　　　　　　　　　　コース名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程 A ・ 日程 B

コース№　　　　　　　　　　　コース名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程 A ・ 日程 B

インター
スクール
受講履歴

と必要事項をご記入ください。
□過去にショートプログラムを受講　　

□現在受講生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コース 　　　　　　　　　年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コース

□過去に受講していた　　　　　　　年頃　　　　　コース □受講履歴なし

受講料 合計　　　　　　　　　　　円を　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　支店　　より振込みました。

注） お振込の際の手数料はご本人様負担となりますのでご了承ください。
注） 振込名義人が受講者ご本人と異なる場合は名義人をご記入ください。

名義人

受 講 申 込 書
◎お申込み方法

・ コース案内をご覧になり、 ご自身の目的 ・ 語学力に応じて受講コースをお選びください。
・ 受講料を指定の銀行口座にお振込みください （銀行振込以外でのお支払いはお受けできませんので、予めご了承ください）。

振込先　七十七銀行　新伝馬町支店　普通 9037233
口座名義　株式会社インターグループ

・ 受講申込書を FAX か郵送でお送りください （ホームページからのお申込みも可能です）。
・ インタースクール事務局にて、 受講申込書および受講料の受領が確認でき次第、 正式登録といたします。
・ クラスの開講決定後、 受講確定証の発送をもって開講のご連絡とさせていただきます。

◎注意事項
・ 各コース定員 （12 名） になり次第、 締切りとさせていただきます。
・ 最少開講人数に満たないコースは、 開講を見合わせることがあります。 その場合、 インタースクール仙台校より 5 日前までに

ご連絡いたします。お振込みいただいた受講料は全額ご返金いたします。振込手数料は返金致しかねますのでご了承ください。
・ 授業開始後のコース変更はできません。 予めご了承ください。
・ 受講料には教材費 ・ 消費税が含まれています。
・ 一度納入された受講料は、 コースが開講できない場合を除き、 理由の如何を問わず返金できません。
・ 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。

FAX: 022-262-3139
下記、 「個人情報の取り扱いについて」 に同意の上、 申し込みます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込日　　　年　　月　　日


