
Summer Program 2019
インタースクール名古屋校     
〒 450-0002
名古屋市中村区名駅 2-38-2　オーキッドビル 8F
 http://www.interschool.jp/school/nagoya/
TEL：052-581-5599 ／ FAX：052-581-5585
※木曜日･祝日は休業､8月10日（土）～8月16日（金）は夏期休暇

 ★ 短期プログラムだけ！５つの特典 ★ 

①　2019 年 4 月期レギュラーコース受講生 ⇒ 全コース 5%OFF!

②　複数の講座をお申し込みの場合 ⇒ ２つ目以降の講座が 10%OFF！

③　2019 年 10 月期のレベルチェックテストを受験される場合 ⇒ 受験料無料！（通常 1,000 円）

④　2019 年 10 月期レギュラーコースに新規入学される場合 ⇒ 入学金 50%OFF!

⑤　学生の方⇒全コース 10%OFF! （お申込時に学生証のコピーを提出してください）
（対象：小・中・高等学校、短期大学、大学、大学院のいずれかに在籍している方）

※注意：複数の割引制度を併用される場合、1 コース最大 10%OFF までとさせていただきます。

「プロ」通訳者、「プロ」翻訳者を目指す方へ。 インターメソッドの第一歩を体感してください！

■地下鉄名古屋駅 1 番出口より徒歩 2 分



通訳スキルを養う

コース NO.1 通訳基礎コース
基礎力アップで「正確に聞きとる・読みとる力」を身につける

ここがポイント
●インタースクールの看板講座「通訳基礎コース」を体験
●リスニングとリーディングの各担当講師により「通訳訓練法」を用いて

バランスよく英語力を鍛える
※ 2019 年 4 月期 通訳基礎コースの教材を使用します。

こんな方におすすめ
◆2019 年 10 月期レギュラーコースから本格的に学習を検討している方
◆プロ通訳者・翻訳者を目指す方
◆社内で通訳 / 翻訳業務・国際業務に携わる方

105分×4回
定員 受講料

各級 8 名程度 32,400円(税込)

レベル目安 中級：TOEIC®800-900 点
上級：TOEIC®900 点～

日　程 9/15, 9/22, 9/29, 10/6（日）

時　間 中級：13:00 ～ 14:45
上級：10:00 ～ 11:45

申込締切日 8/30（金）

コース NO.2 プロ通訳者入門
プロ通訳者による本格的な通訳訓練を体験する

ここがポイント
●インタースクールのプロ通訳者養成コース「会議通訳コース」を体験
●プロによる通訳訓練で、日⇔英訳出の実践にチャレンジ
※ 2019 年 4 月 期会議通訳コースの教材を使用します。

こんな方におすすめ
◆2019 年 10 月期レギュラーコースから本格的に学習を検討している方
◆プロ通訳者を目指す方
◆ビジネスで英語を使う方

105分×3回
定員 受講料

8 名程度 30,780円(税込)

レベル目安 TOEIC®900 点程度～

日　程 9/21, 9/28, 10/5（土）

時　間 13:30 ～ 15:15

申込締切日 8/30（金）

仕事に役立つ技能を学ぶ

コース NO.3 社内通訳者入門
ビジネス英語でよく使われる用語や概念を学ぶ

ここがポイント
●インタースクールの「ビジネス通訳コース」を体験
●経営者スピーチやインタビュー、プレゼンテーション等の音声をメインに使用
●通訳訓練法を通じて、ビジネス英語には必須の “数字” の日⇔英表現を徹底強化
※ 2019 年 4 月期 ビジネス通訳コースの教材を使用します。

こんな方におすすめ
◆社内で通訳業務に携わっている方
◆社内通訳者を目指す方
◆仕事で使える英語力を上げたい方

90分×3回
定員 受講料

8 名程度 25,920円(税込)

レベル目安 TOEIC®800 点程度～

日　程 9/15, 9/22, 9/29（日）

時　間 13:30 ～ 15:00

申込締切日 8/30（金）

コース NO.4 日英技術翻訳入門
実務直結！技術系の翻訳スキルを学ぶ

ここがポイント
●インタースクールの「日英技術翻訳コース」を体験
●名古屋地域で需要が多い、マニュアルなど技術系文書の翻訳にフォーカス
●事前課題の添削とフィードバックを通して、技術翻訳ならではのルールや

専門用語を習得
※初回課題メール送付日：9/4（水）

こんな方におすすめ
◆プロ翻訳者を目指す方
◆社内で翻訳業務に携わっている方

105分×3回
定員 受講料

6 名程度 32,400円(税込)

レベル目安 TOEIC®850 点程度～

日　程 9/14, 9/21, 9/28（土）

時　間 13:00 ～ 14:45

申込締切日 8/30（金）



翻訳を学ぶ

コース NO.5 日英翻訳（通信）
通信添削で、日英翻訳を体験する

ここがポイント
●インタースクールのプロ翻訳者養成コース「日英翻訳（通信）コース」を体験
●実際に翻訳を納品する場合と同じ環境で、日⇒英の課題を 3 回提出
●ベテランネイティブ講師による添削で、つまづきやすいポイントを徹底解説
※本コースを受講していただくには、e-mail、Word 環境と基本的な PC スキルが必要です。
※初回課題メール送付日：A 日程⇒7/7（日）・B 日程⇒ 9/8（日）

こんな方におすすめ
◆2019 年 10 月期レギュラーコースから本格的に学習を検討している方
◆プロ翻訳者を目指す方
◆在宅のお仕事にご興味がある方
◆社内で翻訳業務に携わっている方

添削3回
定員 受講料

各日程 8 名程度 21,060円(税込)

レベル目安 TOEIC®850 点程度～

課題提出日 【A 日程】7/14, 7/21, 7/28（日）
【B 日程】9/15, 9/22, 9/29（日）

申込締切日 【A 日程】7/5（金）
【B 日程】8/30（金）

コース NO.6 英日翻訳（通信）
通信添削で、英日翻訳を体験する

ここがポイント
●インタースクールのプロ翻訳者養成コース「英日翻訳（通信）コース」を体験
●実際に翻訳を納品する場合と同じ環境で、英⇒日の課題を 3 回提出
●現役プロ翻訳者・講師による添削で、つまづきやすいポイントを徹底解説
※本コースを受講していただくには、e-mail、Word 環境と基本的な PC スキルが必要です。
※初回課題メール送付日：9/7（土）

こんな方におすすめ
◆2019 年 10 月期レギュラーコースから本格的に学習を検討している方
◆プロ翻訳者を目指す方
◆在宅のお仕事にご興味がある方
◆社内で翻訳業務に携わっている方

添削3回
定員 受講料

8 名程度 21,060円(税込)

レベル目安 TOEIC®850 点程度～

課題提出日 9/14, 9/21, 9/28（土）

申込締切日 8/30（金）

弱点克服！

コース NO.7 リプロダクショントレーニング
今までとは違う方法で英語力を上げたい方に

ここがポイント
●通訳訓練法のひとつである “リプロダクション” 訓練を実施
●1 度聴いた英語を記憶して、「再生する力」を鍛える
●自分で文章を作る力やスピーキング力の向上にも効果あり
※ 2019 年 4 月期 通訳基礎コース (Listening 側 ) の教材を使用します。

こんな方におすすめ
◆リスニング力だけでなく、集中力や記憶力を養いたい方
◆アウトプット力を鍛えたい方

105分×3回
定員 受講料

8 名程度 24,300円(税込)

レベル目安 TOEIC®800 点程度～

日　程 9/15, 9/22, 9/29（日）

時　間 13:30 ～ 15:15

申込締切日 8/30（金）

コース NO.8 サイトラ＆速読パワーアップ
トレーニングで「より速く・正確に読み取る力」を身につける

ここがポイント
●通訳訓練法のひとつである “サイト・トランスレーション”（サイトラ）訓練を実施
●「英文を前から訳す＝文頭から情報を理解する」実践を通じて、英文速読に磨きをかける
●語彙・文法・構文・背景知識の理解も身につけ、英文内容を正確に解釈する
※ 2019 年 4 月期 通訳基礎コース（Reading 側）の教材を使用します。

こんな方におすすめ
◆リーディングが苦手な方
◆ネイティブと同じ感覚で、英文読解のスピードを上げたい方

105分×3回
定員 受講料

8 名程度 24,300円(税込)

レベル目安 TOEIC®800 点程度～

日　程 9/21, 9/28, 10/5（土）

時　間 13:00 ～ 14:45

申込締切日 8/30（金）



英語基礎力 / 総合力を鍛える

コース NO.9 はじめての通訳・翻訳講座
通訳者・翻訳者を目指す方の第一歩

ここがポイント
●インタースクールの「通訳基礎コース」・「翻訳基礎コース」導入にあたる
「英語基礎力強化コース」を体験

●通訳訓練法を用いながら英語基礎を総合的に学び、「聞ける」「使える」自信をつける
※ 2019 年 4 月期 通訳基礎コースの教材を使用します。

こんな方におすすめ
◆2019 年 10 月期レギュラーコースから本格的に学習を検討している方
◆通訳・翻訳に関心があり、どのような訓練で技術を磨くのか体感したい方

105分×4回
定員 受講料

各日程 8 名程度 30,240円(税込)

レベル目安 TOEIC®800 点前後～

日　程 【A 日程】7/13, 7/20, 7/27, 8/3（土）
【B 日程】9/1, 9/8, 9/15, 9/22（日）

時　間 【A 日程】13:00 ～ 14:45
【B 日程】10:30 ～ 12:15

申込締切日 【A 日程】6/28（金）
【B 日程】8/16（金）

資格取得を目指す

コース NO.10 TOEIC® 直前対策
パート別攻略＆試験日直前対策で最後の追い込み！

ここがポイント
●内容推測のコツ、解答のスピードアップなどについて、3 日間集中で徹底指導
●A 日程：8 月中に完成！Reading パートに特化した集中レッスン
●実際のテスト時刻と同じ時間帯のレッスンで、試験当日をさらにイメージアップ
●受講生のスコアアップに実績のあるベテラン講師が担当
●使用教材⇒ A 日程： TOEICRL&R テストでる模試 600 問（+2,484 円）

B 日程： TOEICRListening & Reading 問題集 4（+3,024 円）
※教材をお持ちの方は教材費は不要です。

こんな方におすすめ
◆A 日程：Reading パートが苦手な方
◆B 日程：第 243 回 TOEIC ⓇL&R 試験 (9/29) を受験される方
◆英語の基礎力をあげて、通訳・翻訳の勉強に備えたい方

120分×3回
定員 受講料

各日程 8 名程度 25,920円(税込)
(＋教材費)

レベル目安 TOEIC®650 点～ 900 点未満

日　程 【A 日程】8/4, 8/18, 8/25（日）
【B 日程】9/8, 9/15, 9/22（日）

時　間 【A 日程】13:30 ～ 15:30
【B 日程】13:00 ～ 15:00

申込締切日 【A 日程】7/26（金）
【B 日程】8/30（金）

コース NO.11 英検準 1 級 / 1 級対策
通訳・翻訳訓練法を利用して難関突破！

ここがポイント
●英検準 1 級対策は短期プログラムのみの特別開講
●インタースクール独自の通訳・翻訳訓練法を利用し、１次試験合格に向けて

授業を展開
●長年英検対策を担当しているベテラン講師による指導
●英文エッセイの書き方解説・課題添削

こんな方におすすめ
◆2019 年度第 2 回英検試験（10/4 ～10/6) を受験される方
◆英語の資格をお持ちでない方
◆英語の基礎力をあげたい方・独学で行き詰っている方

120分×3回
定員

各級 8 名程度

準 1 級受講料 1 級受講料
25,920円(税込) 27,540円(税込)

レベル目安 準1 級対策：英検 2 級合格程度～
1 級対策：英検準 1 級合格程度～

日　程 9/15, 9/22, 9/29（日）

時　間 準1 級対策：10:30 ～12:30
1 級対策：13:00 ～15:00

申込締切日 8/30（金）


