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 色つきの日は授業があります。
※休講、補講などによりスケジュールが変更になる場合があります。
　特にターム末は補講実施の可能性が高いため、ご了承ください。
※コース･クラスにより開始日・終了日が異なります。
※受付時間 月・土曜日 9：30～17：30
 火～金曜日 9：30～20：30
※日曜・祝日は休業日（除クラス実施日）です。
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学までの流れ

連 絡 先

月・土曜日　9：30～17：30
火～金曜日　9：30～20：30

T E L：
FAX：
e-mail:school-fuk@intergroup.co.jp
URL:http://www.interschool.jp/

092-712-9549
092-712-9533

※日曜・祝日は休業日（除クラス実施日）です。

1

無料サンプルレッスン参加

開講に先立ち、プロ通訳者、翻訳者、担当講師による

レベルチェックテスト受験

INTER SCHOOL FUKUOKA

3 受講申込書兼契約書のご提出
受講申込書兼契約書のご提出と学費納入により受講クラスへの正式登録となります。
お申込みの際は『受講ご確認書』を必ず事前にお読みください。

コース別無料サンプルレッスンを行います。

2 テスト結果通知・受講コース決定
レベルチェックテスト終了後、1週間程でテスト結果とあなたのレベルと目標に
適したコースおよびクラスを郵便で通知します。

5 入学・正式登録
● 学費のお支払いが確認でき次第、先着順で入学・正式登録となります。
※申込締切期限前でもクラスの定員に達した場合は締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
●登録完了後、クラス開講が決定次第ご連絡いたします。
※最少開講人数（3名）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。
※クラスを変更する場合、希望クラスが定員に達している場合は変更不可能となりますので、あらかじめご了承ください。
特に土曜日のクラスはお申し込みが集中いたしますので、お早めにお手続き願います。

受 付
時 間

ご 予 約
お問合せ

4 学費の納入

お振込先

お申込み後1週間以内に銀行振込にて学費の納入をお願いいたします。
入学金及び受講料の納入は現金払いでは一切受付しておりませんのでご了承ください。

● 学費（P14）を当校指定の銀行口座にお振込ください。

● お振込いただいた後、銀行で受け取る「振込金受領書」は大切に保管してください。
　 ATMご使用の場合は、「ご利用明細書」が該当します。
●ローンでのお支払いも可能です。ご希望の方はご相談ください。

普　通　3733895
口座名　株式会社 インターグループ

三菱東京UFJ銀行　福岡中央支店

●「インタースクールがどんな授業をしているのか
　   知りたい」
●「自分の目的に合うコースなのかどうか知りたい」
●「どんな教材を使っているのか、講師の教え方は
　   どうかなどを知りたい」という方は

まずは「無料サンプルレッスン参加（Ｐ3）」から！
授業内容に納得いただけましたら、レベル
チェックテストを受験してください。
あなたに最適な開始レベルを判定いたします。

●「自分の語学力のレベルを知りたい」
●「どのコースが自分の語学力にあうかわからない」
●「希望のコースはあるが、自分の語学力が
　   受講可能レベルにあるか知りたい」という方は

まずは「レベルチェックテスト受験（Ｐ3）」から！

テスト結果であなたのレベルに合うコースを
複数ご案内しますので、そのコースのサンプル
レッスンに参加してみましょう。

●実際にレッスンに参加してご希望のクラスを体験していただ
けます。無料サンプルレッスン日程表（P3）をご確認の上、
ご予約ください。

●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
にお問合わせください。コース相談を個別に行っておりま
す。（要予約）

あなたの目標とレベルに合っ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1,000円）

● レベルチェックテスト日程表（P3）をご確認の上、ご予約ください。

インタースクール福岡校　〒810-0001　福岡市中央区天神2-8-38　協和ビル 7F

レベルチェックテストとサンプルレッスンは
どちらを先に受けても結構です。
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入 レベルチェックテスト日程表

申 込 方 法

当日の持参物

※上記対象コース以外のコースでは、レベルチェックテストは不要です。各コース記載のレベルの目安を参考にお申込みください。
※受験後のクラス登録は先着順となります。受講申込書兼契約書の提出と学費の納入により正式登録となります。各クラス定員になり次第締め切ります
　ので、できるだけ早めにお申込みください。

※上記以外の日程、時間でも個別に受験いただけます。詳しくはお問合せください。

電話、またはホームページでお申込みください。当日は
受験票記入などの手続きがございますので、受験開始時
間の10分前までにご来校ください。

◆筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）
◆受験料（1,000円）

あなたの目的とレベルにあったクラスからスタートして
頂くためのレベル判定テストです。
対象コース

（英語）
・会議通訳
・通訳翻訳
・ビジネス通訳
・実務翻訳入門
・Translation Plus
・医療通訳（英語）
・医療通訳ワークショップ
・English Builder

無料サンプルレッスンでクラス体験！！     

申 込 方 法 お申し込み

10月期開講に先立ち、プロ通訳者、翻訳者、担当講師によるコース別サンプルレッスンを行ないます。オリジナル教材等を使いながら、
インタースクールならではの授業をじっくり体験してください。要予約。【持参物】筆記用具・辞書 

弊社ホームページ、e-mail、お電話で事前にお
申込みください。定員（8名程度）になり次第締
め切らせて頂きます。

※下記日程のコースにご参加できない場合は、コース説明を個別で随時行っておりますので、ぜひ一度ご来校ください。
※会議通訳のサンプルレッスンはレベルの目安として英検１級程度以上の方が対象となります。

対象コース
（中国語）

・中国語通訳（入門科Ⅰ・Ⅱ）
・医療通訳（中国語）

上記対象（英語）コース

上記対象（中国語）コース

会議通訳・実務翻訳入門・
医療通訳ワークショップ希望者のみ

ご希望の日時をお知らせください。

受験対象者 日　　時

英語総合力テスト（45分）文法・語彙・読解・聴解

英語通訳テスト又は翻訳テスト（30分）

中国語テスト（60分）

テスト種類内容
⑴10：15～11：00
⑵14：15～15：00

⑶16：15～17：00
⑷19：00～19：45（火～金曜日）

⑴11：10～11：40
⑵15：10～15：40

⑶17：10～17：40
⑷19：55～20：25（火～金曜日）

平日、土曜受付
～10/14（土）

〔日・月・祝日除く〕

福岡校HP
http://www.interschool.jp/school/fukuoka/
e-mail：school-fuk@intergroup.co.jp
お電話：092-712-9549

INTER SCHOOL FUKUOKA



学までの流れ

連 絡 先

月・土曜日　9：30～17：30
火～金曜日　9：30～20：30

T E L：
FAX：
e-mail:school-fuk@intergroup.co.jp
URL:http://www.interschool.jp/

092-712-9549
092-712-9533

※日曜・祝日は休業日（除クラス実施日）です。

1

無料サンプルレッスン参加

開講に先立ち、プロ通訳者、翻訳者、担当講師による

レベルチェックテスト受験

INTER SCHOOL FUKUOKA

3 受講申込書兼契約書のご提出
受講申込書兼契約書のご提出と学費納入により受講クラスへの正式登録となります。
お申込みの際は『受講ご確認書』を必ず事前にお読みください。

コース別無料サンプルレッスンを行います。

2 テスト結果通知・受講コース決定
レベルチェックテスト終了後、1週間程でテスト結果とあなたのレベルと目標に
適したコースおよびクラスを郵便で通知します。

5 入学・正式登録
● 学費のお支払いが確認でき次第、先着順で入学・正式登録となります。
※申込締切期限前でもクラスの定員に達した場合は締め切りとさせていただきますのでご了承ください。
●登録完了後、クラス開講が決定次第ご連絡いたします。
※最少開講人数（3名）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。
※クラスを変更する場合、希望クラスが定員に達している場合は変更不可能となりますので、あらかじめご了承ください。
特に土曜日のクラスはお申し込みが集中いたしますので、お早めにお手続き願います。

受 付
時 間

ご 予 約
お問合せ

4 学費の納入

お振込先

お申込み後1週間以内に銀行振込にて学費の納入をお願いいたします。
入学金及び受講料の納入は現金払いでは一切受付しておりませんのでご了承ください。

● 学費（P14）を当校指定の銀行口座にお振込ください。

● お振込いただいた後、銀行で受け取る「振込金受領書」は大切に保管してください。
　 ATMご使用の場合は、「ご利用明細書」が該当します。
●ローンでのお支払いも可能です。ご希望の方はご相談ください。

普　通　3733895
口座名　株式会社 インターグループ

三菱東京UFJ銀行　福岡中央支店

●「インタースクールがどんな授業をしているのか
　   知りたい」
●「自分の目的に合うコースなのかどうか知りたい」
●「どんな教材を使っているのか、講師の教え方は
　   どうかなどを知りたい」という方は

まずは「無料サンプルレッスン参加（Ｐ3）」から！
授業内容に納得いただけましたら、レベル
チェックテストを受験してください。
あなたに最適な開始レベルを判定いたします。

●「自分の語学力のレベルを知りたい」
●「どのコースが自分の語学力にあうかわからない」
●「希望のコースはあるが、自分の語学力が
　   受講可能レベルにあるか知りたい」という方は

まずは「レベルチェックテスト受験（Ｐ3）」から！

テスト結果であなたのレベルに合うコースを
複数ご案内しますので、そのコースのサンプル
レッスンに参加してみましょう。

●実際にレッスンに参加してご希望のクラスを体験していただ
けます。無料サンプルレッスン日程表（P3）をご確認の上、
ご予約ください。

●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
にお問合わせください。コース相談を個別に行っておりま
す。（要予約）

あなたの目標とレベルに合っ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1,000円）

● レベルチェックテスト日程表（P3）をご確認の上、ご予約ください。

インタースクール福岡校　〒810-0001　福岡市中央区天神2-8-38　協和ビル 7F

レベルチェックテストとサンプルレッスンは
どちらを先に受けても結構です。
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入 レベルチェックテスト日程表

申 込 方 法

当日の持参物

※上記対象コース以外のコースでは、レベルチェックテストは不要です。各コース記載のレベルの目安を参考にお申込みください。
※受験後のクラス登録は先着順となります。受講申込書兼契約書の提出と学費の納入により正式登録となります。各クラス定員になり次第締め切ります
　ので、できるだけ早めにお申込みください。

※上記以外の日程、時間でも個別に受験いただけます。詳しくはお問合せください。

電話、またはホームページでお申込みください。当日は
受験票記入などの手続きがございますので、受験開始時
間の10分前までにご来校ください。

◆筆記用具（鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム）
◆受験料（1,000円）

あなたの目的とレベルにあったクラスからスタートして
頂くためのレベル判定テストです。
対象コース

（英語）
・会議通訳
・通訳翻訳
・ビジネス通訳
・実務翻訳入門
・Translation Plus
・医療通訳（英語）
・医療通訳ワークショップ
・English Builder

無料サンプルレッスンでクラス体験！！     

申 込 方 法 お申し込み

10月期開講に先立ち、プロ通訳者、翻訳者、担当講師によるコース別サンプルレッスンを行ないます。オリジナル教材等を使いながら、
インタースクールならではの授業をじっくり体験してください。要予約。【持参物】筆記用具・辞書 

弊社ホームページ、e-mail、お電話で事前にお
申込みください。定員（8名程度）になり次第締
め切らせて頂きます。

※下記日程のコースにご参加できない場合は、コース説明を個別で随時行っておりますので、ぜひ一度ご来校ください。
※会議通訳のサンプルレッスンはレベルの目安として英検１級程度以上の方が対象となります。

対象コース
（中国語）

・中国語通訳（入門科Ⅰ・Ⅱ）
・医療通訳（中国語）

上記対象（英語）コース

上記対象（中国語）コース

会議通訳・実務翻訳入門・
医療通訳ワークショップ希望者のみ

ご希望の日時をお知らせください。

受験対象者 日　　時

英語総合力テスト（45分）文法・語彙・読解・聴解

英語通訳テスト又は翻訳テスト（30分）

中国語テスト（60分）

テスト種類内容
⑴10：15～11：00
⑵14：15～15：00

⑶16：15～17：00
⑷19：00～19：45（火～金曜日）

⑴11：10～11：40
⑵15：10～15：40

⑶17：10～17：40
⑷19：55～20：25（火～金曜日）

平日、土曜受付
～10/14（土）

〔日・月・祝日除く〕

福岡校HP
http://www.interschool.jp/school/fukuoka/
e-mail：school-fuk@intergroup.co.jp
お電話：092-712-9549

INTER SCHOOL FUKUOKA

9/16（土） 9/23（土） 9/27（水） 9/28（木） 9/29（金） 9/30（土） 10/3（火） 10/4（水） 10/6（金） 10/7（土） 10/14（土） 10/15（日） 10/29（日）

会議通訳
10：00
〜
11：30

18：45
〜
20：15

12：00
〜
13：30

通訳翻訳Ⅰ～Ⅲ合同
10：00
〜
11：30

14：00
〜
15：30

18：45
〜
20：15

10：00
〜
11：30

11：00
〜
12：30

14：00
〜
15：30

ビジネス通訳
16：00
〜
17：30

14：15
〜
15：45

18：45
〜
20：15

English Builder
12：15
〜
13：45

19：00
〜
20：30

13：00
〜
14：30

14：00
〜
15：30

19：00
〜
20：30

12：00
〜
13：30

Translation　Plus
19：00
〜
20：30

12：00
〜
13：30

実務翻訳入門
19：00
〜
20：30

医療通訳（英語）
10：15
〜
11：45

英検１級対策
10：30
〜
12：00

日曜集中TOEIC®900
13：00
〜
14：30

韓国語通訳準備科
10：00
〜
11：30

中国語通訳入門科Ⅰ
10：00
〜
11：30

中国語通訳入門科Ⅱ
12：00
〜
13：30

医療通訳（中国語）
14：00
〜
15:30



※　語学試験レベル表示はあくまで目安です。入学時にレベルチェックテストを受験いただき、最適なレベルをご案内致します。

完成度の高い
英語力を身に
つける

プロの通訳者・
翻訳者を
目指す

ワンランク上の
英語を目指す

試験対策

入学金無料で
手軽に始める

通訳コース

通訳コース

通訳翻訳（旧英語専修）

会議通訳

ビジネス通訳

Translation Plus

実務翻訳入門

English Builder

英検準1級・1級対策

プライベート/セミプライベート

中国語通訳（入門科Ⅰ/入門科Ⅱ）

韓国語通訳（準備科）

医療通訳（中国語）

医療通訳・医療通訳
ワークショップ

日曜TOEIC®700点対策
日曜TOEIC®900点対策

※受講開始時の語学力の目安

英検準1級英検2級 英検1級

９００点7００点TOEIC® 8００点

新HSK

中国語検定

ハングル能力検定

韓国語能力検定

準２級

４級

２級

５級

１級以上

６級以上

3級

3級

4級

2級

5級

準1級

6級

1級

ビジネス通訳

実務翻訳入門

Translation Plus

医療通訳
医療通訳スキル特化講座 医療通訳ワークショップ

English
Builder

プライベート/セミプライベート

英検準1級対策

入門科Ⅰ

中検2級対策

準備科

通訳者・翻訳者
養成コース（大阪校）入門科Ⅱ

医療通訳コース（中国語）

英検1級対策

日曜
TOEIC®700点対策

日曜
TOEIC®900点対策

会議通訳
本科Ⅰ

会議通訳
本科Ⅱ

会議通訳
本科Ⅲ

会議通訳
本科Ⅳ

進級できます 会議通訳本科 他へ通訳翻訳
Ⅰ

通訳翻訳
Ⅱ

通訳翻訳
Ⅲ

5

6

7

7

7

中検2級対策 11

8

8

9

10

11

12

12

13

54

（入学金無料）

試験対策
（入学金無料）

ー スレ ベ ル 表

INTER SCHOOL FUKUOKA

コ 訳 翻 訳 コ ー ス通
ペ
ー
ジ
数

ペ
ー
ジ
数

ペ
ー
ジ
数

英語コース

中国語コース

韓国語コース

国内外の雑誌や英字新聞から国際情勢、経済、環境問題等の記事
を選択・編集した教材を使用します。自宅での予習をふまえ、クラス
では様々な方法で解釈チェックを行い、適切に英文を要約する、正
確に英⇒日訳出をするなどの練習をします。

初見で記事の内容を読み取る力を身につけます。

理解が曖昧になりやすい文法事項を中心に練習問題を重ね学習し
ていきます。

Reading クラス
Homework Reading

Grammar

On-the-Spot Reading

レベル クラス 曜日／時間帯 到達レベル

●Newsweek、Financial Times誌等の短い記事を
辞書を使えば充分に読みこなすことができる。

●教育や文化などの分野なら、２～３文のまとまった量
の英語を聴いて理解でき、内容を第三者に説明する
ことができる。

●英検準１級／TOEIC®800点以上の総合運用力の
習得を目指す。

※ⅠⅡ合同クラスとして実施する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行います。

●Newsweek、Financial Times誌等でも、A4一枚程
度の記事なら辞書を使って独力で正確に読める。

●ニュースや新聞記事を辞書なしで１～２回聴いて、
読んで大意を把握し、訳出することができる。

●英検準１級／TOEIC®850点以上の英語総合運用力
の習得を目指す。

※ⅠⅡ/ⅡⅢ合同クラスとして実施する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行います。

●英字新聞・雑誌の記事全体を辞書なしでも８～９割
は把握できる。

●下調べができていれば、ほぼ正確に内容の要約や
訳ができる。

●英検１級／TOEIC®900点以上の英語総合運用力
の習得を目指す。

※ⅡⅢ合同クラスとして実施する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行います。
　進級の場合は会議通訳コースをご受講ください。

Ⅰ
（旧英語専修Ⅱ）

Ⅱ
（旧英語専修Ⅲ）

Ⅲ
（旧英語専修Ⅳ）

B
Reading
Listening

水

金

18：45～20：30

18：45～20：30

C 土

土

Reading
Listening

9：50～11：35

11：45～13：30

A Reading
Listening

火

木

10：15～12：00

10：15～12：00

B Reading
Listening

水

金

18：45～20：30

18：45～20：30

A Reading
Listening

火

木

10：15～12：00

10：15～12：00

B Reading
Listening

水

金

18：45～20：30

18：45～20：30

C
Reading
Listening

土

土

14：00～15：45

15：55～17：40

A Reading
Listening

火

木

10：15～12：00

10：15～12：00

※Listening/Reading ２クラスのうちいずれかを選択する週１レッスン受講も可能です。
※進級はListening/Readingの両方PASS判定が揃った場合に可能です。

ニュース英語などの音声を予め自宅で聴いてもらい、テーマや表
現・語句の確認を行います。クラスでは基本的な情報・骨子をおさ
えた上で、ディクテーションの正確さやわかりやすい英⇒日訳出を
心懸けているかなどさらに詳しく内容を検討します。

読む・聴く・話す中で間違えやすい語法に焦点を当てた練習問題を
行います。

ニュースレポート・インタビュー等を使って、初めて耳にする情報で
も正確に聴き取り、内容を整理できるリスニング力を身につけます。
ワークシートを利用し、聴く戦略を段階的に習得します。

Listening クラス
Homework Listening In-Class Listening

Vocabulary Building

通訳翻訳
◆週１コース：全18回　◆週２コース：全36回　定員12名 ※要レベルチェック（P3）

国際社会で通用する高い英語力の養成

INTER SCHOOL FUKUOKA

受講料はP14です

※ⅠⅡ合同クラスの予定です

C Reading
Listening

土

土

14：00～15：45

15：55～17：40
※ⅠⅡ合同クラスの予定です

※上記カリキュラムは変更する場合があります。



※　語学試験レベル表示はあくまで目安です。入学時にレベルチェックテストを受験いただき、最適なレベルをご案内致します。

完成度の高い
英語力を身に
つける

プロの通訳者・
翻訳者を
目指す

ワンランク上の
英語を目指す

試験対策

入学金無料で
手軽に始める

通訳コース

通訳コース

通訳翻訳（旧英語専修）

会議通訳

ビジネス通訳

Translation Plus

実務翻訳入門

English Builder

英検準1級・1級対策

プライベート/セミプライベート

中国語通訳（入門科Ⅰ/入門科Ⅱ）

韓国語通訳（準備科）

医療通訳（中国語）

医療通訳・医療通訳
ワークショップ

日曜TOEIC®700点対策
日曜TOEIC®900点対策

※受講開始時の語学力の目安

英検準1級英検2級 英検1級

９００点7００点TOEIC® 8００点

新HSK

中国語検定

ハングル能力検定

韓国語能力検定

準２級

４級

２級

５級

１級以上

６級以上

3級

3級

4級

2級

5級

準1級

6級

1級

ビジネス通訳

実務翻訳入門

Translation Plus

医療通訳
医療通訳スキル特化講座 医療通訳ワークショップ

English
Builder

プライベート/セミプライベート

英検準1級対策

入門科Ⅰ

中検2級対策

準備科

通訳者・翻訳者
養成コース（大阪校）入門科Ⅱ

医療通訳コース（中国語）

英検1級対策

日曜
TOEIC®700点対策

日曜
TOEIC®900点対策

会議通訳
本科Ⅰ

会議通訳
本科Ⅱ

会議通訳
本科Ⅲ

会議通訳
本科Ⅳ

進級できます 会議通訳本科 他へ通訳翻訳
Ⅰ

通訳翻訳
Ⅱ

通訳翻訳
Ⅲ

5

6

7

7

7

中検2級対策 11

8

8

9

10

11

12

12

13

54

（入学金無料）

試験対策
（入学金無料）

ー スレ ベ ル 表

INTER SCHOOL FUKUOKA

コ 訳 翻 訳 コ ー ス通
ペ
ー
ジ
数

ペ
ー
ジ
数

ペ
ー
ジ
数

英語コース

中国語コース

韓国語コース

国内外の雑誌や英字新聞から国際情勢、経済、環境問題等の記事
を選択・編集した教材を使用します。自宅での予習をふまえ、クラス
では様々な方法で解釈チェックを行い、適切に英文を要約する、正
確に英⇒日訳出をするなどの練習をします。

初見で記事の内容を読み取る力を身につけます。

理解が曖昧になりやすい文法事項を中心に練習問題を重ね学習し
ていきます。

Reading クラス
Homework Reading

Grammar

On-the-Spot Reading

レベル クラス 曜日／時間帯 到達レベル

●Newsweek、Financial Times誌等の短い記事を
辞書を使えば充分に読みこなすことができる。

●教育や文化などの分野なら、２～３文のまとまった量
の英語を聴いて理解でき、内容を第三者に説明する
ことができる。

●英検準１級／TOEIC®800点以上の総合運用力の
習得を目指す。

※ⅠⅡ合同クラスとして実施する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行います。

●Newsweek、Financial Times誌等でも、A4一枚程
度の記事なら辞書を使って独力で正確に読める。

●ニュースや新聞記事を辞書なしで１～２回聴いて、
読んで大意を把握し、訳出することができる。

●英検準１級／TOEIC®850点以上の英語総合運用力
の習得を目指す。

※ⅠⅡ/ⅡⅢ合同クラスとして実施する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行います。

●英字新聞・雑誌の記事全体を辞書なしでも８～９割
は把握できる。

●下調べができていれば、ほぼ正確に内容の要約や
訳ができる。

●英検１級／TOEIC®900点以上の英語総合運用力
の習得を目指す。

※ⅡⅢ合同クラスとして実施する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行います。
　進級の場合は会議通訳コースをご受講ください。

Ⅰ
（旧英語専修Ⅱ）

Ⅱ
（旧英語専修Ⅲ）

Ⅲ
（旧英語専修Ⅳ）

B
Reading
Listening

水

金

18：45～20：30

18：45～20：30

C 土

土

Reading
Listening

9：50～11：35

11：45～13：30

A Reading
Listening

火

木

10：15～12：00

10：15～12：00

B Reading
Listening

水

金

18：45～20：30

18：45～20：30

A Reading
Listening

火

木

10：15～12：00

10：15～12：00

B Reading
Listening

水

金

18：45～20：30

18：45～20：30

C
Reading
Listening

土

土

14：00～15：45

15：55～17：40

A Reading
Listening

火

木

10：15～12：00

10：15～12：00

※Listening/Reading ２クラスのうちいずれかを選択する週１レッスン受講も可能です。
※進級はListening/Readingの両方PASS判定が揃った場合に可能です。

ニュース英語などの音声を予め自宅で聴いてもらい、テーマや表
現・語句の確認を行います。クラスでは基本的な情報・骨子をおさ
えた上で、ディクテーションの正確さやわかりやすい英⇒日訳出を
心懸けているかなどさらに詳しく内容を検討します。

読む・聴く・話す中で間違えやすい語法に焦点を当てた練習問題を
行います。

ニュースレポート・インタビュー等を使って、初めて耳にする情報で
も正確に聴き取り、内容を整理できるリスニング力を身につけます。
ワークシートを利用し、聴く戦略を段階的に習得します。

Listening クラス
Homework Listening In-Class Listening

Vocabulary Building

通訳翻訳
◆週１コース：全18回　◆週２コース：全36回　定員12名 ※要レベルチェック（P3）

国際社会で通用する高い英語力の養成

INTER SCHOOL FUKUOKA

受講料はP14です

※ⅠⅡ合同クラスの予定です

C Reading
Listening

土

土

14：00～15：45

15：55～17：40
※ⅠⅡ合同クラスの予定です

※上記カリキュラムは変更する場合があります。



INTER SCHOOL FUKUOKA

本科Ⅰ・Ⅱでは逐次通訳訓練を、本科Ⅲ・Ⅳでは逐次通訳と同
時通訳の訓練を行います。
最終的には、高度な内容の英語・日本語を的確に理解
し、通訳する力の習得を目指します。
プロ通訳者が授業を担当し、プロになるために必要な
逐次通訳訓練／同時通訳訓練を行います。

通訳能力の基礎となる英語力向上を目指しリーディン
グ・語彙増強をはかります。
教材は（株）インターグループが運営を担当した国際会議の
音声や、その他専任講師が厳選した素材を使用します。

★優秀な方には、（株）インターグループの通訳者として
の道が開かれています。

●2～3文程度の長さならば、英語を正確な日本語に
逐次通訳できる。

●日常的な内容の日本語ならば正確な英語に通訳できる。

〈習得できる実務技能〉
●海外からの訪問者に随行し観光や施設案内等で不

自由なく通訳できる。
●日本人付き秘書通訳ができる。
●ボランティアでの通訳ができる。

●安定した逐次／同時通訳ができる。
●専門的な内容でなければ雑誌や書籍／論文など、

たいていのものを読みこなせる。
●専門的なスピーチでなければ、たいていのものを聴

いて理解できる。

〈習得できる実務技能〉
●企業内で様々な通訳業務を遂行できる。
●社内会議を正確に逐次通訳またはウィスパリング

できる。
●工場随行通訳やアテンド通訳などの仕事ができる。

●社内会議のような内容に馴染みのあるものなら
ば、日⇒英、英⇒日とも正確な逐次通訳ができる。

〈習得できる実務技能〉
●企業内通訳、外国人付き秘書業務をこなせる。

レベル クラス/曜日/時間帯 到達レベル

本科Ⅰ
（旧入門科Ⅰ）

（旧入門科Ⅱ）

（旧本科Ⅱ）

本科Ⅱ

本科Ⅳ

（旧本科Ⅰ）

本科Ⅲ

備　考

※入学時にレベルチェックテスト
（Ｐ3、英語総合力・通訳テスト）
を受験頂き、最適なレベルから
受講していただきます。当コー
スにご入学頂けない場合は、通
訳翻訳コースなど、レベルに
あったコースからお始めくださ
い。
※ⅠⅡ/ⅢⅣ合同クラスとして実施
する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行
います。
※本科Ⅰ・Ⅱは週1レッスンからご
受講頂けます。
※本科Ⅲ・Ⅳは週2レッスン受講の
み可能です。

●各国政府首脳スピーチ、企業の決算発表、経営者ビジネスイン
タビュー等の音声を使って逐次通訳の訓練を行います。
●英文雑誌や海外ニュースについて、訳出を交えながらリーディ
ング／リスニングを行い精度の高い英語力を養成します。

○ 通訳の基礎訓練
ニュース／スピーチのShadowing、Reproduct ion、Dictat ion、
Sight Translation、通訳メモの取り方

○ 一文単位～短いパラグラフの英⇒日逐次通訳
○ 一文単位～短いパラグラフの日⇒英逐次通訳
○ 会議収録音声の実践逐次通訳（日⇔英）
○ スピーチ表現の習得
○ 時事英単語の習得
○ 英文雑誌／英字新聞のリーディング、要約・訳出

本科Ⅰ・Ⅱ
●本科Ⅰ・Ⅱで習得した通訳スキルをベースに、英語と日本語運用
能力を高め、プロ通訳者としてデビューできる力を養成します。

●実際の国際会議で収録した音声などを教材として使い、逐次
通訳と同時通訳の練習を行います。

○ 各国政府首脳スピーチ、経営者ビジネスインタビュー、ニュース等
の逐次通訳（日⇔英）

○ 各国政府首脳スピーチ、経営者ビジネスインタビュー、ニュース等
の同時通訳（日⇔英）

○ 通訳パフォーマンスの研究
○ スピーチ表現の習得
○ 英文雑誌／英字新聞のリーディング、要約、Sight Translation
○ 専門分野のリサーチ

本科Ⅲ・Ⅳ

B

C

火・金

土曜集中

C

C

土曜集中

土曜集中

※2クラスのうち、いずれかを選択する
　1クラス受講も可能です。

※2クラスのうち、いずれかを選択する
　1クラス受講も可能です。

※12：00～15：45で本科Ⅲ・Ⅳ
　合同実施とする場合があります。

※12：00～15：45で本科Ⅲ・Ⅳ
　合同実施とする場合があります。

B 火・金

C 土曜集中

18：45～20：30

18：45～20：30

12：00～13：45
14：00～15：45

12：00～13：45
14：00～15：45

14：30～16：15
16：30～18：15

10：15～12：00
12：15～14：00

76

議通訳コース会
会議通訳

◆週１コース：全18回　◆週２コース：全36回　定員12名 ※要レベルチェック（P3）

50年の経験と実績～インタースクールが誇る通訳者養成コース

療通訳コース医
医療通訳（英語）
◆週１コース　定員10名 ※要レベルチェック（P3）

国際外来を持つ医療機関が全面サポート

ビジネス通訳
◆週１コース：全18回　定員10名 ※要レベルチェック（P3）

社内通訳者の即戦力を育てる

ビジネス分野に絞った逐次通訳訓練と経済記事の
リーディングが中心のカリキュラムで進めます。

最高峰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もおすすめです。

コース独自の教材の他、会議通訳コース教材の中から
ビジネスシーンに即したものを選び、使用します。

1．逐次通訳の技術習得（会社概要説明、商
品／事業の国際展開、決算発表、経営
者のビジネスインタビュー等の通訳）

2．ビジネス語彙の学習
3．ビジネス関連記事のリーディング（The 

EconomistやFinancial Times誌等）

クラス 曜日/時間帯

医療通訳(英語)

医療通訳
スキル特化講座(英語)

医療通訳（中国語）
◆週１コース　定員10名 ※要レベルチェック（P3）

国際外来を持つ医療機関が全面サポート

大学病院の全面サポートのもと、医学知識と通訳スキルを習得します。医療機関医師の監修による実践的カリキュラムに
より、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。

到達レベル 備　考

※内容が一部重複するため、会議通訳
コースとの併行履修はできません。
※振替は5回以内でお願いします。（但
し開講状況により利用できない場合
があります）

年間スケジュールにつきましてはお
問い合わせください。

水 19：00～20：40

クラス 曜日/時間帯 期間/回数 備　考

土 10：00～12：00

土 16：00～17：40

INTER SCHOOL FUKUOKA

受講料はP14です

受講料はP14です

2017年10月～2018年8月
【全38回、総時間75時間】

土 10：00～12：00
2018年8月～9月

【全8回、総時間16時間】
※詳細スケジュールは
　お問い合わせください。

※詳細スケジュールは
　お問い合わせください。

医療通訳
ワークショップ(英語) 土 10：00～11：45

2017年10月～2018年3月
【全18回】

※スケジュールは表紙記載の
　ものと同じです。

医療通訳（中国語）

クラス 曜日/時間帯 期間/回数 備　考

金 14：00～15：45
2017年10月～2018年9月

【全41回】

※都合によりスケジュールが変更になる
　場合があります。

※前半スケジュールの内、2017年10月
　20日(金)～2018年3月9日(金)まで
　は表紙記載のものと同じです。

医療通訳(英語)

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ひ
とランク上へと導きます。

医療通訳スキル特化講座(英語)

診療現場を題材にしたロールプレイ、医学関連のニュースや講演会等の訳出を中心に行なうワークショップコースです。
医師や医療通訳士ら医療従事者による講義 (DVD) と通訳経験豊富な日本人講師の指導で、修了時には医療現場で活かせる医学知
識と通訳スキルが習得できます。

医療通訳ワークショップ(英語)



INTER SCHOOL FUKUOKA

本科Ⅰ・Ⅱでは逐次通訳訓練を、本科Ⅲ・Ⅳでは逐次通訳と同
時通訳の訓練を行います。
最終的には、高度な内容の英語・日本語を的確に理解
し、通訳する力の習得を目指します。
プロ通訳者が授業を担当し、プロになるために必要な
逐次通訳訓練／同時通訳訓練を行います。

通訳能力の基礎となる英語力向上を目指しリーディン
グ・語彙増強をはかります。
教材は（株）インターグループが運営を担当した国際会議の
音声や、その他専任講師が厳選した素材を使用します。

★優秀な方には、（株）インターグループの通訳者として
の道が開かれています。

●2～3文程度の長さならば、英語を正確な日本語に
逐次通訳できる。

●日常的な内容の日本語ならば正確な英語に通訳できる。

〈習得できる実務技能〉
●海外からの訪問者に随行し観光や施設案内等で不

自由なく通訳できる。
●日本人付き秘書通訳ができる。
●ボランティアでの通訳ができる。

●安定した逐次／同時通訳ができる。
●専門的な内容でなければ雑誌や書籍／論文など、

たいていのものを読みこなせる。
●専門的なスピーチでなければ、たいていのものを聴

いて理解できる。

〈習得できる実務技能〉
●企業内で様々な通訳業務を遂行できる。
●社内会議を正確に逐次通訳またはウィスパリング

できる。
●工場随行通訳やアテンド通訳などの仕事ができる。

●社内会議のような内容に馴染みのあるものなら
ば、日⇒英、英⇒日とも正確な逐次通訳ができる。

〈習得できる実務技能〉
●企業内通訳、外国人付き秘書業務をこなせる。

レベル クラス/曜日/時間帯 到達レベル

本科Ⅰ
（旧入門科Ⅰ）

（旧入門科Ⅱ）

（旧本科Ⅱ）

本科Ⅱ

本科Ⅳ

（旧本科Ⅰ）

本科Ⅲ

備　考

※入学時にレベルチェックテスト
（Ｐ3、英語総合力・通訳テスト）
を受験頂き、最適なレベルから
受講していただきます。当コー
スにご入学頂けない場合は、通
訳翻訳コースなど、レベルに
あったコースからお始めくださ
い。
※ⅠⅡ/ⅢⅣ合同クラスとして実施
する場合があります。
※ターム終了時に進級判定を行
います。
※本科Ⅰ・Ⅱは週1レッスンからご
受講頂けます。
※本科Ⅲ・Ⅳは週2レッスン受講の
み可能です。

●各国政府首脳スピーチ、企業の決算発表、経営者ビジネスイン
タビュー等の音声を使って逐次通訳の訓練を行います。
●英文雑誌や海外ニュースについて、訳出を交えながらリーディ
ング／リスニングを行い精度の高い英語力を養成します。

○ 通訳の基礎訓練
ニュース／スピーチのShadowing、Reproduct ion、Dictat ion、
Sight Translation、通訳メモの取り方

○ 一文単位～短いパラグラフの英⇒日逐次通訳
○ 一文単位～短いパラグラフの日⇒英逐次通訳
○ 会議収録音声の実践逐次通訳（日⇔英）
○ スピーチ表現の習得
○ 時事英単語の習得
○ 英文雑誌／英字新聞のリーディング、要約・訳出

本科Ⅰ・Ⅱ
●本科Ⅰ・Ⅱで習得した通訳スキルをベースに、英語と日本語運用
能力を高め、プロ通訳者としてデビューできる力を養成します。

●実際の国際会議で収録した音声などを教材として使い、逐次
通訳と同時通訳の練習を行います。

○ 各国政府首脳スピーチ、経営者ビジネスインタビュー、ニュース等
の逐次通訳（日⇔英）

○ 各国政府首脳スピーチ、経営者ビジネスインタビュー、ニュース等
の同時通訳（日⇔英）

○ 通訳パフォーマンスの研究
○ スピーチ表現の習得
○ 英文雑誌／英字新聞のリーディング、要約、Sight Translation
○ 専門分野のリサーチ

本科Ⅲ・Ⅳ

B

C

火・金

土曜集中

C

C

土曜集中

土曜集中

※2クラスのうち、いずれかを選択する
　1クラス受講も可能です。

※2クラスのうち、いずれかを選択する
　1クラス受講も可能です。

※12：00～15：45で本科Ⅲ・Ⅳ
　合同実施とする場合があります。

※12：00～15：45で本科Ⅲ・Ⅳ
　合同実施とする場合があります。

B 火・金

C 土曜集中

18：45～20：30

18：45～20：30

12：00～13：45
14：00～15：45

12：00～13：45
14：00～15：45

14：30～16：15
16：30～18：15

10：15～12：00
12：15～14：00
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議通訳コース会
会議通訳

◆週１コース：全18回　◆週２コース：全36回　定員12名 ※要レベルチェック（P3）

50年の経験と実績～インタースクールが誇る通訳者養成コース

療通訳コース医
医療通訳（英語）
◆週１コース　定員10名 ※要レベルチェック（P3）

国際外来を持つ医療機関が全面サポート

ビジネス通訳
◆週１コース：全18回　定員10名 ※要レベルチェック（P3）

社内通訳者の即戦力を育てる

ビジネス分野に絞った逐次通訳訓練と経済記事の
リーディングが中心のカリキュラムで進めます。

最高峰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もおすすめです。

コース独自の教材の他、会議通訳コース教材の中から
ビジネスシーンに即したものを選び、使用します。

1．逐次通訳の技術習得（会社概要説明、商
品／事業の国際展開、決算発表、経営
者のビジネスインタビュー等の通訳）

2．ビジネス語彙の学習
3．ビジネス関連記事のリーディング（The 

EconomistやFinancial Times誌等）

クラス 曜日/時間帯

医療通訳(英語)

医療通訳
スキル特化講座(英語)

医療通訳（中国語）
◆週１コース　定員10名 ※要レベルチェック（P3）

国際外来を持つ医療機関が全面サポート

大学病院の全面サポートのもと、医学知識と通訳スキルを習得します。医療機関医師の監修による実践的カリキュラムに
より、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。

到達レベル 備　考

※内容が一部重複するため、会議通訳
コースとの併行履修はできません。
※振替は5回以内でお願いします。（但
し開講状況により利用できない場合
があります）

年間スケジュールにつきましてはお
問い合わせください。

水 19：00～20：40

クラス 曜日/時間帯 期間/回数 備　考

土 10：00～12：00

土 16：00～17：40

INTER SCHOOL FUKUOKA

受講料はP14です

受講料はP14です

2017年10月～2018年8月
【全38回、総時間75時間】

土 10：00～12：00
2018年8月～9月

【全8回、総時間16時間】
※詳細スケジュールは
　お問い合わせください。

※詳細スケジュールは
　お問い合わせください。

医療通訳
ワークショップ(英語) 土 10：00～11：45

2017年10月～2018年3月
【全18回】

※スケジュールは表紙記載の
　ものと同じです。

医療通訳（中国語）

クラス 曜日/時間帯 期間/回数 備　考

金 14：00～15：45
2017年10月～2018年9月

【全41回】

※都合によりスケジュールが変更になる
　場合があります。

※前半スケジュールの内、2017年10月
　20日(金)～2018年3月9日(金)まで
　は表紙記載のものと同じです。

医療通訳(英語)

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ひ
とランク上へと導きます。

医療通訳スキル特化講座(英語)

診療現場を題材にしたロールプレイ、医学関連のニュースや講演会等の訳出を中心に行なうワークショップコースです。
医師や医療通訳士ら医療従事者による講義 (DVD) と通訳経験豊富な日本人講師の指導で、修了時には医療現場で活かせる医学知
識と通訳スキルが習得できます。

医療通訳ワークショップ(英語)



実務翻訳の基礎で、日本人が陥りやすい点を押さえ、日本
人の視点から学びます。A4 1～2枚程度の様々な文書形
式にふれながら、日英・英日の演習を通して翻訳力を高
め、基本的なライティングルールや効率的な情報検索の
方法も指導します。実務翻訳の学習が初めての方、専門的
な学習を始める前に基本となる翻訳ルールや知識を固め
たい方におすすめです。

実務的な文書を題材に学ぶ
•一般、教育、政治、経済、テクニカルなど様々な文書に接し、特徴的

な表現を学習するとともに各分野に最も適した表現を学びます。

実務翻訳の基礎をしっかりと固める
•原文の意図を正しく読み取るための訓練をおこないます。

•原文を英語・日本語に翻訳するプロセスを学習します。

•基礎的なライティングルールを学習します。

翻訳内容の精度を上げる
•効率的な情報検索の方法を指導します。

•その場にふさわしい訳語や表現の探し方・選び方を学びます。

•モデル訳やご自分、クラスメートの訳文をクラス内で比較検討し、

よりよい文章に仕上げていきます。

英日翻訳（日本人講師）と日英翻訳（ネイティブ講師）の授
業を隔週で行います。A4 1枚程度の様々な分野の課題翻
訳（雑誌記事、パンフレットなど）に実践的に取り組みます。
講師は日本人講師、外国人講師各々の視点で、事前に提
出して頂いた課題翻訳に目を通したうえで授業に臨みま
すので、短い時間で最大の効果が得られるよう工夫してい
ます。

授業では自分の訳文とクラスメートの訳およびモデル
訳をディスカッション形式で比較推敲し、リライトしま
す。
丁寧かつポイントを押さえた講師の解説により、「翻訳
に必要な読解力」や「正確でわかり易い表現力」など、翻
訳作業の基盤となるスキルを学びます。

98

木 19：00～20：30

水 18：45～20：30

土 12：15～13：45

INTER SCHOOL FUKUOKA

語 翻 訳 コ ー ス英
Translation Plus
◆週１コース：全18回　定員１０名 ※要レベルチェック（P3）

日本人/Native講師が交互に指導

nglish BuilderE
English Builder
◆週１コース：全18回　◆週２コース：全36回　定員12名 ※要レベルチェック（P3）

正確な英語を本気で身につけたい

実務翻訳入門
◆週１コース：全18回　定員１０名 ※要レベルチェック（P3）

実務的な翻訳知識スキルを学びたい

Reading・Grammar・Writing・Listening・Speakingの5分野から基本的な文法・語彙・構文をドリル
式訓練で繰り返すことにより「正確な英語力」を定着させます。音読の重要性が実感できるコースです。

R&G&Wクラス

English Builderスケジュール

L&Sクラス
Reading Grammar Listening Speaking

Writing

単語チェック
音読トレーニング
パラフレージングチェック
クイックレスポンス

文法問題 ディクテーション
リプロダクション
クイックレスポンス

音読トレーニング
速音読トレーニング
スラッシュリーディング
シャドーイング英作文課題

目標：英文を読むための文法力・構文力を養うことにより、これ
までの「感覚」に頼った訳出から、本当に理解して英文を
訳出する力をつけ、資格試験においても「感覚」で問題を
解くのではなく、理論的な裏づけのある自信を持てる解
答をすることが出来るようになります。
また、ライティングからも文法や構文を見つめ直し、受身
で英語に接するだけでなく、自ら英語を発するための基
礎英語力を養います。

目標：ニュースなどの時事問題の聴き取り・訳出と、美しい日
本語で訳出するための基礎英語力を身につけます。
また、構文に忠実に英文を聴き取り・訳出することが出
来る英語力も鍛えます。聴いた英語は何度も音読を繰り
返すことで自分のものにしましょう。

※2017年10月17日（火）～2018年3月10日（土）開講
※入学時にレベルチェックテスト（Ｐ3、英語総合力）をお受
けください。
※R&G&WとL&Sのうちいずれかを選択する週１レッスン
受講も可能です。
※ご欠席回の振替も可能です。必ず事前にご予約ください。
但し開講状況により、振替ができない場合があります。

クラス 曜日/時間帯

クラス 曜日/時間帯

クラス 曜日/時間帯 クラス 曜日/時間帯

備　考

火
水

18：50～20：30
18：50～20：30

L & S
R & G & W

金
金

15：00～16：40
13：00～14：40

L & S
R & G & W

土
土

13：55～15：35
15：50～17：30

R & G & W
L & S

INTER SCHOOL FUKUOKA

受講料はP14です

受講料はP14です



実務翻訳の基礎で、日本人が陥りやすい点を押さえ、日本
人の視点から学びます。A4 1～2枚程度の様々な文書形
式にふれながら、日英・英日の演習を通して翻訳力を高
め、基本的なライティングルールや効率的な情報検索の
方法も指導します。実務翻訳の学習が初めての方、専門的
な学習を始める前に基本となる翻訳ルールや知識を固め
たい方におすすめです。

実務的な文書を題材に学ぶ
•一般、教育、政治、経済、テクニカルなど様々な文書に接し、特徴的

な表現を学習するとともに各分野に最も適した表現を学びます。

実務翻訳の基礎をしっかりと固める
•原文の意図を正しく読み取るための訓練をおこないます。

•原文を英語・日本語に翻訳するプロセスを学習します。

•基礎的なライティングルールを学習します。

翻訳内容の精度を上げる
•効率的な情報検索の方法を指導します。

•その場にふさわしい訳語や表現の探し方・選び方を学びます。

•モデル訳やご自分、クラスメートの訳文をクラス内で比較検討し、

よりよい文章に仕上げていきます。

英日翻訳（日本人講師）と日英翻訳（ネイティブ講師）の授
業を隔週で行います。A4 1枚程度の様々な分野の課題翻
訳（雑誌記事、パンフレットなど）に実践的に取り組みます。
講師は日本人講師、外国人講師各々の視点で、事前に提
出して頂いた課題翻訳に目を通したうえで授業に臨みま
すので、短い時間で最大の効果が得られるよう工夫してい
ます。

授業では自分の訳文とクラスメートの訳およびモデル
訳をディスカッション形式で比較推敲し、リライトしま
す。
丁寧かつポイントを押さえた講師の解説により、「翻訳
に必要な読解力」や「正確でわかり易い表現力」など、翻
訳作業の基盤となるスキルを学びます。
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木 19：00～20：30

水 18：45～20：30

土 12：15～13：45

INTER SCHOOL FUKUOKA

語 翻 訳 コ ー ス英
Translation Plus
◆週１コース：全18回　定員１０名 ※要レベルチェック（P3）

日本人/Native講師が交互に指導

nglish BuilderE
English Builder
◆週１コース：全18回　◆週２コース：全36回　定員12名 ※要レベルチェック（P3）
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答をすることが出来るようになります。
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 色つきの日は授業があります。



Part毎の頻出パターン確認

Part 3/4（共通）：「全体を問う問題」と「詳細を問う問題」
を見分ける

全体：タイムマネジメントを意識して、制限時間内に解く
Part5：即答できる文法力を身につける
効率的な情報検索の方法を指導します
Part6：「文脈型」「独立型」に注意して論理的に解答を導く
Part7：問題を意識して長文を読む、ビジネス文書/経済記
事を速く正確に読む

～2020年（東京オリンピック）までに
　　　通訳案内士の資格を取りたい方～
TOEIC®840点以上取得すると
通訳案内士筆記試験（英語）が免除になります!!

2016年からTOEIC®の出題形式が変更になり、テキスト
メッセージやチャットと言った最近のコミュニケーショ
ン形式や3人以上の会話が加えられ、時刻表、料金表など
の視覚素材（Visual image）と会話の情報を関連づけて
解答する設問も出題されています。高いスコアをとるた
めには出題形式に対応したPart毎の頻出パターンの理
解、本試験レベルの実践的な問題演習と語彙力の向上が
欠かせません。
この講座ではTOEIC®に精通した講師に、TOEIC®で900
点を超えるにはどのような時間配分で、何を押えたら良
いかなども含めて分かり易く教えてもらいます。

１次対策/日本人講師
（13レッスン中10レッスン）
●語彙、文法、読解、聴解
●自由英作文・添削付

２次対策/ネイティブ講師
（１3レッスン中3レッスン）
●スピーチ・メイキング

レベルの目安曜日/時間帯 カリキュラム 備　考

英検1級合格を目指し、語彙、文法、読解、聴解、英作文、ス
ピーチ・メイキングのすべてを強化します。すでに高い英
語力をお持ちの方の総合的なブラッシュアップにも適し
たコースです。
1次対策のみ、2次対策のみの申込みも可能です。別途お
問い合わせください。

全13回のうち、１次対策10回（語彙、文法、読解、聴解）
は日本人講師、２次対策3回（面接）はネイティブ講師が
指導します。
2016年からの新出題型式に対応した自由英作文は計
5問を自宅で解き、ネイティブ講師が丁寧に添削指導し
ます。

TOEIC®
750点程度以上
英検準1級程度

レベルの目安曜日/時間帯 備　考

TOEIC®
400点程度以上

Part2・3では反復練習で問題パターンに慣れ、特に
Ｐａｒｔ3では選択肢の先読みのリズムでリスニングに遅
れない練習をします。また確実に点を取れる問題の見
極め方などのコツも摑みます。
Part4では内容が類推しやすい日常生活に密着したア
ナウンスや広告などの問題を取りこぼさないように演
習します。

Part5・6では、TOEIC®頻出単語の習得と基礎文法が
重要です。それらを習熟したうえで問題を解くコツを学
びます。
Part7では広告・ビジネスレターなど比較的読みやす
い文章に多数取り組むことによって英文に慣れ、実践問
題から答えを速く導くコツを学びます。

レベルの目安曜日/時間帯 備　考

2017年11月～2018年3月隔週日曜日開講
※詳細スケジュールはお問い合わせください。
※教材費として6,000円程度が別途必要です。

TOEIC®
700点程度以上
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2017年11月～2018年3月隔週日曜日開講
※詳細スケジュールはお問い合わせください。
※教材費として6,000円程度が別途必要です。

日

日

10：30～12：30

13：00～15：00

日 10：00～12：00

レベルの目安曜日/時間帯 カリキュラム 備　考

英検2級程度

※教材費として4,000円程度が別途必要です。

※教材費として3,000円程度が別途必要です。

日 12：30～14：00

INTER SCHOOL FUKUOKA

格 対 策 コ ー ス資

日曜 TOEIC®900点対策
◆全10回　定員12名

新TOEIC®に対応した上級コース 日曜 英検1級対策
◆週１コース：全13回　定員10名

1次・2次総合対策で合格する

中国語をビジネスで使う場合の目標となることが多い中
国語検定2級。過去問題を徹底的に解き問題パターンを
習得するほか、合格に必要な語彙力の強化も図ります。中
検2級合格を目指している方にはもちろん、中国語総合力
のブラッシュアップにも適したコースとなっています。

2018年3月試験に向けて、全6回で実施します。
市販テキストを使っての過去問題(筆記・リスニング)の
演習、語彙力の強化のほか、インターオリジナル教材に
よる中国語総合力の強化も図ります。

日曜 中国語検定2級対策コース
◆全６回　定員10名

短期集中で合格を目指す

日曜 TOEIC®700点対策
◆全10回　定員12名

Part毎の特徴をつかむ 日曜 英検準1級対策
◆週１コース：全11回　定員10名

本番に合わせたスケジュールで合格する

INTER SCHOOL FUKUOKA

受講料はP14です レベルの目安曜日/時間帯 備　考
2018年1月～3月隔週日曜開講
※詳細スケジュールはお問い合わせください。
※教材費として4,000円程度が別途必要です。

中国語検定3級程度
新ＨＳＫ3～4級程度日 10：00～11：45

受講料はP14です

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

Listening Section

Reading Section

１次対策/日本人講師
（11レッスン中10レッスン）
●語彙、文法、読解、聴解
●自由英作文・添削付

２次対策/ネイティブ講師
（11レッスン中1レッスン）
●スピーチ・メイキング

本試験に向けて全11回総合講座を実施します。
全11回のうち、1次対策10回（語彙・文法・読解・聴解）
は日本人講師が、2次対策1回（面接）はネイティブ講師
が指導します。
自由英作文は計3問を自宅で解き、ネイティブ講師が
丁寧に添削指導します。

英検準1級合格を目指して1次対策では、市販教材から過
去問題を徹底的に解き、丁寧な解説を加える他、オリジナ
ル教材なども使用し疑問点を解消していきます。
また2次対策では過去問題を中心に４コマの問題カードを
見ながら、自分の解答をまとめる練習を繰り返し行います。
1次対策のみ、2次対策のみの申込みも可能です。別途お
問い合わせください。

2017年10月29日（日）～
　　　　　　　　　2018年1月28日（日）開講
　　　　　　　　　(除12/24, 12/31, 1/21）

　

2017年10月29日（日）～
　　　　　　　　　2018年2月11日（日）開講
　　　　　　　　　(除12/24, 12/31, 1/21）
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INTER SCHOOL FUKUOKA

受講料はP14です レベルの目安曜日/時間帯 備　考
2018年1月～3月隔週日曜開講
※詳細スケジュールはお問い合わせください。
※教材費として4,000円程度が別途必要です。

中国語検定3級程度
新ＨＳＫ3～4級程度日 10：00～11：45

受講料はP14です

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

Listening Section

Reading Section

１次対策/日本人講師
（11レッスン中10レッスン）
●語彙、文法、読解、聴解
●自由英作文・添削付

２次対策/ネイティブ講師
（11レッスン中1レッスン）
●スピーチ・メイキング

本試験に向けて全11回総合講座を実施します。
全11回のうち、1次対策10回（語彙・文法・読解・聴解）
は日本人講師が、2次対策1回（面接）はネイティブ講師
が指導します。
自由英作文は計3問を自宅で解き、ネイティブ講師が
丁寧に添削指導します。

英検準1級合格を目指して1次対策では、市販教材から過
去問題を徹底的に解き、丁寧な解説を加える他、オリジナ
ル教材なども使用し疑問点を解消していきます。
また2次対策では過去問題を中心に４コマの問題カードを
見ながら、自分の解答をまとめる練習を繰り返し行います。
1次対策のみ、2次対策のみの申込みも可能です。別途お
問い合わせください。

2017年10月29日（日）～
　　　　　　　　　2018年1月28日（日）開講
　　　　　　　　　(除12/24, 12/31, 1/21）

　

2017年10月29日（日）～
　　　　　　　　　2018年2月11日（日）開講
　　　　　　　　　(除12/24, 12/31, 1/21）

　



本格的な通訳・翻訳訓練の前段階として、必要な語彙、
表現および各分野の基礎知識を習得し、表現力豊かで
的確な訳文を作ることを目指します。

カリキュラム例
・短文を中心とした的確な翻訳力強化訓練
・時事を中心とした特有の表現や用語、その正確な意味の習得
・必要となる慣用表現、ことわざ、漢字語の習得
・ニュースを理解できるようになる広範囲な基礎知識の習得

2017年11月～2018年3月開講
・ハングル能力検定2級以上　　・韓国語能力検定5級以上

※詳細スケジュールはお問い合わせください。

１．初級英語から通訳翻訳スキルの養成まで、カウンセリングで目標、カリキュラム、スケジュールをカスタムメイド
２．厳選した講師陣
３．インタースクールの教育メソッドと教材を活用

　インタースクールのノウハウを結集

（言語につきましてはご相談ください）

　「こんなことを学びたい」にあわせてカリキュラムをカスタムメイド
英語以外の言語も実施しています。お気軽にお問い合わせください。

1レッスンの長さ 回数曜日/時間帯 注意事項

好評なプライベートレッスンをより受け易くしたコースです。「ちょっと弱点補強をしてみたい」「急にプレゼンをしなければいけ
なくなった」など、あなただけの要望にお答えします。英語はもちろん他言語にもお答えできますので、お気軽にご相談ください。

※初回受講日から1ヶ月以内に2回目を終了してください。
※受講日変更の場合は、前日正午（除 日祝日）までにご連
絡ください。当日のご変更は認められません。

1レッスンの長さ 回数曜日/時間帯 注意事項

※初回受講日から6ヶ月以内に5回目を終了してください。
※受講日変更の場合は、前日正午（除 日祝日）までにご連
絡ください。当日のご変更は認められません。
※セミプライベートをご希望の方はレベル・希望内容が同
一の方とお申込ください。

準備科 隔週　土 10：00～11：45

INTER SCHOOL FUKUOKA

国 語 通 訳 コ ー ス中 utorial LessonT
プライベートレッスン ご自分のスケジュール、目的に合わせて勉強したい

お試し！プライベート（２回） 急なスケジュール、目的に合わせて勉強したい

国 語 通 訳 コ ー ス韓
韓国語通訳（準備科）

◆隔週１コース：全9回　定員10名

上級レベルの韓国語を身につけたい

INTER SCHOOL FUKUOKA

中国語のコミュニケーション能力を高め、上級レベルの中国語スキ
ルの習得を目指します。日本人講師による丁寧な指導のもとスピー
ドを抑えた中国語の聴き取り、時事文章等の読解、各種文法事項の
習得を中心とした総合的な中国語学習を通して、通訳訓練に耐え
得る力を身につけましょう。

カリキュラム例
・A4 1枚程度の文化、時事等のリスニングと中⇒日訳出
・10行程度のディクテーションと中⇒日訳出
・A4 1枚程度の日常会話日⇒中口頭訳出

レベルの目安クラス 曜日/時間帯

・中国語検定試験3級～2級程度　　・新ＨＳＫ4級程度入門科Ⅰ

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

金 10：00～11：45

レベルの目安クラス 曜日/時間帯

・中国語検定2級～準1級程度　　・新HSK5級程度入門科Ⅱ 金 12：00～13：45

レベルの目安クラス 曜日/時間帯

中国語通訳（入門科Ⅰ）
◆週１コース：全18回　定員10名

上級レベルの中国語を身につけたい
※要レベルチェック（P3 ）

日本語ネイティブ講師、中国語ネイティブ講師が授業を9週間ずつ
行います。日本語ネイティブ講師がディクテーションや中⇒日逐次
通訳/翻訳を、中国語ネイティブ講師が日⇒中逐次通訳/翻訳を主に
扱います。通訳にまだ慣れていない方が情報保持力を強化して、正
確な逐次通訳をできるようになることが目標です。

カリキュラム例
・A4 2～3枚程度の文化、時事等のリスニングと中⇒日訳出
・A4 2～3枚程度の文化、時事等の日⇒中訳出
・A4 0.5枚程度のディクテーションと中⇒日訳出
・A4 0.5枚程度の契約書・説明書等の翻訳練習

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

遠方や多忙で通学が困難な方へ、Webを通してインタース
クールの授業がご自宅で受けられます。海外転勤や留学、
仕事で必要など、希望を取り入れたカリキュラムをご用
意。日程も担当講師と相談のうえ決定しますので、ご自身
の目的とペースで学習することができます。

【受講条件】
以下の環境がご用意でき、事前接続テストが可能な方
インターネット環境（光回線などのブロードバンド）/
PC（Windows OS)/ヘッドセット（マイク付）/Webカメラ/
Webブラウザ（インターネットエクスプローラIE6.0以上）

ebスク ー ルW
Webプライベートレッスン 自分の目的とペースで勉強したい

中国語通訳（入門科Ⅱ）
◆週1コース全18回定員10名

中国語通訳（入門科Ⅰ）以上のレベルで学習したい
実用的な中国語通訳を本格的に学びたい

※要レベルチェック（P3 ）

1レッスンの長さ 回数曜日/時間帯 注意事項

※初回受講日から３ヶ月以内に３回目を終了してください。
※受講日変更の場合は、前日正午（除日祝日）までにご連絡
ください。当日のご変更は認められません。

1312

ご希望の曜日・時間帯を
お伝えください。 90分 2回 34,560円

（入学金無料/教材費別途実費）

ご希望の曜日・時間帯を
お伝えください。

90分 5回

プライベート
84,240円

（入学金無料/教材費別途実費）

セミプライベート
43,200円/1人

（入学金無料/教材費別途実費）

学費（消費税込）

ご希望の曜日・時間帯を
お伝えください。 80分 3回 43,200円

（入学金無料/教材費別途実費）

学費（消費税込）

学費（消費税込）

受講料はP14です



本格的な通訳・翻訳訓練の前段階として、必要な語彙、
表現および各分野の基礎知識を習得し、表現力豊かで
的確な訳文を作ることを目指します。

カリキュラム例
・短文を中心とした的確な翻訳力強化訓練
・時事を中心とした特有の表現や用語、その正確な意味の習得
・必要となる慣用表現、ことわざ、漢字語の習得
・ニュースを理解できるようになる広範囲な基礎知識の習得

2017年11月～2018年3月開講
・ハングル能力検定2級以上　　・韓国語能力検定5級以上

※詳細スケジュールはお問い合わせください。

１．初級英語から通訳翻訳スキルの養成まで、カウンセリングで目標、カリキュラム、スケジュールをカスタムメイド
２．厳選した講師陣
３．インタースクールの教育メソッドと教材を活用

　インタースクールのノウハウを結集

（言語につきましてはご相談ください）

　「こんなことを学びたい」にあわせてカリキュラムをカスタムメイド
英語以外の言語も実施しています。お気軽にお問い合わせください。

1レッスンの長さ 回数曜日/時間帯 注意事項

好評なプライベートレッスンをより受け易くしたコースです。「ちょっと弱点補強をしてみたい」「急にプレゼンをしなければいけ
なくなった」など、あなただけの要望にお答えします。英語はもちろん他言語にもお答えできますので、お気軽にご相談ください。

※初回受講日から1ヶ月以内に2回目を終了してください。
※受講日変更の場合は、前日正午（除 日祝日）までにご連
絡ください。当日のご変更は認められません。

1レッスンの長さ 回数曜日/時間帯 注意事項

※初回受講日から6ヶ月以内に5回目を終了してください。
※受講日変更の場合は、前日正午（除 日祝日）までにご連
絡ください。当日のご変更は認められません。
※セミプライベートをご希望の方はレベル・希望内容が同
一の方とお申込ください。

準備科 隔週　土 10：00～11：45

INTER SCHOOL FUKUOKA

国 語 通 訳 コ ー ス中 utorial LessonT
プライベートレッスン ご自分のスケジュール、目的に合わせて勉強したい

お試し！プライベート（２回） 急なスケジュール、目的に合わせて勉強したい

国 語 通 訳 コ ー ス韓
韓国語通訳（準備科）

◆隔週１コース：全9回　定員10名

上級レベルの韓国語を身につけたい

INTER SCHOOL FUKUOKA

中国語のコミュニケーション能力を高め、上級レベルの中国語スキ
ルの習得を目指します。日本人講師による丁寧な指導のもとスピー
ドを抑えた中国語の聴き取り、時事文章等の読解、各種文法事項の
習得を中心とした総合的な中国語学習を通して、通訳訓練に耐え
得る力を身につけましょう。

カリキュラム例
・A4 1枚程度の文化、時事等のリスニングと中⇒日訳出
・10行程度のディクテーションと中⇒日訳出
・A4 1枚程度の日常会話日⇒中口頭訳出

レベルの目安クラス 曜日/時間帯

・中国語検定試験3級～2級程度　　・新ＨＳＫ4級程度入門科Ⅰ

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

金 10：00～11：45

レベルの目安クラス 曜日/時間帯

・中国語検定2級～準1級程度　　・新HSK5級程度入門科Ⅱ 金 12：00～13：45

レベルの目安クラス 曜日/時間帯

中国語通訳（入門科Ⅰ）
◆週１コース：全18回　定員10名

上級レベルの中国語を身につけたい
※要レベルチェック（P3 ）

日本語ネイティブ講師、中国語ネイティブ講師が授業を9週間ずつ
行います。日本語ネイティブ講師がディクテーションや中⇒日逐次
通訳/翻訳を、中国語ネイティブ講師が日⇒中逐次通訳/翻訳を主に
扱います。通訳にまだ慣れていない方が情報保持力を強化して、正
確な逐次通訳をできるようになることが目標です。

カリキュラム例
・A4 2～3枚程度の文化、時事等のリスニングと中⇒日訳出
・A4 2～3枚程度の文化、時事等の日⇒中訳出
・A4 0.5枚程度のディクテーションと中⇒日訳出
・A4 0.5枚程度の契約書・説明書等の翻訳練習

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

※上記カリキュラムは変更する場合があります。

遠方や多忙で通学が困難な方へ、Webを通してインタース
クールの授業がご自宅で受けられます。海外転勤や留学、
仕事で必要など、希望を取り入れたカリキュラムをご用
意。日程も担当講師と相談のうえ決定しますので、ご自身
の目的とペースで学習することができます。

【受講条件】
以下の環境がご用意でき、事前接続テストが可能な方
インターネット環境（光回線などのブロードバンド）/
PC（Windows OS)/ヘッドセット（マイク付）/Webカメラ/
Webブラウザ（インターネットエクスプローラIE6.0以上）

ebスク ー ルW
Webプライベートレッスン 自分の目的とペースで勉強したい

中国語通訳（入門科Ⅱ）
◆週1コース全18回定員10名

中国語通訳（入門科Ⅰ）以上のレベルで学習したい
実用的な中国語通訳を本格的に学びたい

※要レベルチェック（P3 ）

1レッスンの長さ 回数曜日/時間帯 注意事項

※初回受講日から３ヶ月以内に３回目を終了してください。
※受講日変更の場合は、前日正午（除日祝日）までにご連絡
ください。当日のご変更は認められません。

1312

ご希望の曜日・時間帯を
お伝えください。 90分 2回 34,560円

（入学金無料/教材費別途実費）

ご希望の曜日・時間帯を
お伝えください。

90分 5回

プライベート
84,240円

（入学金無料/教材費別途実費）

セミプライベート
43,200円/1人

（入学金無料/教材費別途実費）

学費（消費税込）

ご希望の曜日・時間帯を
お伝えください。 80分 3回 43,200円

（入学金無料/教材費別途実費）

学費（消費税込）

学費（消費税込）

受講料はP14です



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。

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

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道守いたします。
・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。

受　講　コ　ー　ス 教材費レッスン数
/週

入学金
（消費税込）

受講料
（消費税込）

合計
（消費税込）

2レッスン
／週

※料金は全て税込です。
※入学金は新入生のみです。
※週1回受講コースと週2回受講コースでは入学金の額が異なるため、週1回受講から週２回受講へ変更される場合は、入学金の差額21,600円を追加申し受けます。
※お申込みの際は『受講ご確認書』を必ず事前にお読みください。

コース併行履修
割引制度

２レッスン／週のコースと他のコース（入学金不要コース除く）を併行履修していただいた場合、
受講料の合計額より10,000円割引いたします。他の割引との重複はありません。

医療通訳コース（英語、38回）

医療通訳コース（中国語、41回）

医療通訳ワークショップ（英語）

ビジネス通訳

会議通訳本科Ⅰ・Ⅱ（1クラス選択）

English Builder（1クラス選択）

実務翻訳入門

Translation Plus

通訳翻訳（1クラス選択）

会議通訳本科Ⅲ・Ⅳ

会議通訳本科Ⅰ・Ⅱ

English Builder

168,480円 211,680円

220,320円 263,520円

205,200円 248,400円

168,480円 211,680円

101,520円 123,120円

133,920円 155,520円

101,520円 123,120円

101,520円 123,120円

101,520円 123,120円

97,200円 118,800円

286,950円
（教材費込）

308,550円

149,040円
（別途教材費21,600円） 192,240円

226,800円
（別途教材費32,400円）

280,800円

中国語通訳コース（入門科Ⅰ） 99,360円 120,960円

医療通訳スキル特化講座(英語) 81,600円 103,200円

中国語通訳コース（入門科Ⅱ） 101,520円 123,120円

58,320円 58,320円

韓国語通訳コース（準備科） 51,840円 51,840円

中国語検定2級対策 33,480円 33,480円

84,240円 84,240円

58,320円 58,320円

43,200円

1レッスン
／週 21,600円

1レッスン
／週

1レッスン
／隔週

無料

通訳翻訳

日曜TOEIC® 700点対策

日曜TOEIC® 900点対策

日曜 英検1級対策

63,720円 63,720円日曜 英検準1級対策

受講料に含む
※ただし、下記のコース

は別途教材費が必要
になります。（詳しく
はお尋ねください）

・TOEIC®  
　700・900点対策

・英検準1級・1級対策

・中国語検定2級対策

・韓国語通訳（準備科）

1514

学費の納入

お振込先

●お申込み後1週間以内に銀行振込にて学費の納入をお願いいたします。
●入学金及び受講料の窓口での現金払いは一切受付しておりませんのでご了承ください。
●ローンでのお支払いも可能です。ご希望の方はご相談ください。

●学費は下記銀行口座にお振込ください。

普　通　3733895
口座名　株式会社 インターグループ

三菱東京UFJ銀行　福岡中央支店

INTER SCHOOL FUKUOKA INTER SCHOOL FUKUOKA

講料一覧受

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



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。

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

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道守いたします。
・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。
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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
〒810-0001　福岡市中央区天神2-8-38
協和ビル7F
Phone：092ー712ー9549
■地下鉄空港線天神駅3番出口より徒歩1分
■西鉄天神大牟田線西鉄福岡（天神）駅北口より徒歩4分
■西鉄バス天神協和ビル前すぐ

●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


