
 

【区分 Ａ、Ｂ、Ｃ】・・・開講決定クラスです。  

« ご注意 »すでに開講しているクラスにはお入りいただけませんので、ご了承ください。 

★印のクラスは 3月 2日（月）現在満席です。人数は日々変動しますので、ご希望の方はお問い合わせください。 
 

 

 

 

通訳トライアル ―英語を学んで通訳体験― 【講師：日本人通訳者＋英語ネイティブ 定員：約 15名】                中上級 
（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

P-A・A-1 

TOEIC860 点～ 

A 2/27～3/19 木 19:00-21:00 EW-IQI441 
8 

4 
¥46,640 

C 3/15・3/22 日 10:00-15:00* EW-IQI711 2 

*授業時間は 4 時間です。記載の時間帯には休憩時間が含まれています。 

2018年 1月以降に所定のスコア・級を取得された方は、レベルチェックなしでお申し込みいただけます。詳細は募集要項 6ページをご覧ください。 
 

通訳入門 【講師：日本人通訳者 定員：約 15名】                                             上級 

（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

A-1～ 

A 2/12～3/11 水 19:00-21:00 EW-ICI341 10 5 ¥58,300 

B 3/3～3/17 火・金 19:00-21:00 EW-ICI241 10 5 ¥58,300 

B 3/7～3/21 土 13:00-17:30* EW-ICI621 12 3 ¥69,960 

*授業時間は 4 時間です。記載の時間帯には休憩時間が含まれています。 

 

 

通訳者をめざす人のための発音向上 【講師：日本人通訳者 定員：約 6名】 上級 

（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

A-1～ B 3/7～3/21 土 
10:00-15:00* 

3/7 のみ 10:00-12:00 
EW-IPS611 10 3 ¥58,300 

*授業時間は 4時間です。記載の時間帯には休憩時間が含まれています。 

 

通訳のためのノート・テイキング 【講師：日本人通訳者 定員：約 12名】 上級 

● インターネット講座「通訳のためのノート・テイキング」と一部教材が重複します。 
（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

A-2～* C 3/17～3/31 火 19:00-21:00 EW-INT241 6 3 ¥34,980 

*【在籍生の方】通訳者養成コース通訳Ⅰ～Ⅲの受講生。 

【その他の方】通訳訓練を受けたことのある方、もしくは通訳経験のある方（レベルチェック受験が必要です）。 

 

 

 

 

翻訳入門 【日→英 講師：英語ネイティブ翻訳者 定員：約 12名】                                           中上級 

（消費税込） 

言語 レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

日→英* P-A～ B 3/7～3/21 土 13:00-15:00 ★EW-TJE621 6 3 ¥34,980 

*英語ネイティブ翻訳者の授業は英語で行われます。 

 

 

 

 

 

2020年春期プログラム クラス開講一覧 

 
 

翻訳  

 

通訳 

サイマルＵＳＢ使用クラス 

サイマルＵＳＢ使用クラス 

サイマルＵＳＢ使用クラス 

少人数クラス！ 



 

 

 

 

通訳者のための上級英語 【講師：英語ネイティブ 定員：約 12名】                             上級 
● 2019 年 10 月コース「通訳者のための上級英語」の教材を使用した短期クラスです。 

    （消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

A-2～ B 3/7～4/4 土 13:00-15:00 EW-SEI621 10 5 ¥35,200 

 

 
 
 

Speaking Accurately -正確な英語を話そう- 【講師：英語ネイティブ 定員：約 12名】                     中級・上級 
（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

P-A C 3/15～4/5 日 15:30-17:30 EW-SA2731 8 4 ¥28,160 

A-1・A-2 B 
3/4～4/1 水 19:00-21:00 EW-SA3341 

10 5 ¥35,200 
3/7～4/4 土 15:30-17:30 ★EW-SA3631 

 

カレント・イングリッシュ 【講師：英語ネイティブ 定員：約 12名】                               中級・上級 
● 2019 年 10 月コース「カレント・イングリッシュ」の教材を使用した短期クラスです。 

（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

A-1・A-2 B 3/7～4/4 土 10:00-12:00 EW-SC2611 10 5 ¥35,200 

 

 

Pronunciation Workshop 【講師：英語ネイティブ 定員：約 12名】                                     中上級 
● 過去に同クラスを受講したことがある方は教材が重複します。予めご了承ください。 

（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

P-A・A-1 C 3/15～4/5 日 13:00-15:00 EW-SP1721 8 4 ¥28,160 

 

 

 

 

文法・構文から学ぶリーディング 【講師：日本人 定員：約 12名】                                  中級・上級 
【教材】市販教材およびオリジナル配布教材  

※市販教材については書店等で各自ご購入いただきます。お申し込み前に詳細をお問い合わせください。 
（消費税込） 

レベル 区分 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 時間数 回数 授業料 

P-A～A-2 

TOEIC800 点～ 

B 3/2～3/30 月 10:00-12:00 EW-XR3111 10 5 ¥35,200 

C 3/28 土 10:00-17:00* EW-XR3611 6 1 ¥21,120 

*授業時間は 6時間です。記載の時間帯には休憩時間が含まれています。 

2018年 1月以降に所定のスコア・級を取得された方は、レベルチェックなしでお申し込みいただけます。詳細は募集要項 6ページをご覧ください。 
 

 

英語強化 

短期プログラム限定！ 

短期プログラム限定！ 

短期プログラム限定！ 
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