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各クラスの詳細は、ウェブサイトをご覧ください。授業は全コース Zoomを使用したオンラインで実施します。

事前にご注意・推奨環境をご確認ください。www.simulacademy.com/online 

 

 申込方法 

一部の英語のクラスと中国語クラスを除き、受講にはレベルチェックが必要です。 

【レベルチェック予約】 simul-lc.resv.jp/ 

【レベルチェック免除について】www.simulacademy.com/training/tokyo/english/short-nonlc 

【中国語 短期プログラム申込】www.simulacademy.com/student/apply/short/chinese 

 

 特典 

申込締切日までの申込で以下の特典が適用になります。 

 新規生 2021年 4月コース入学金全額免除 ※不開講の場合を除く 

 復学生 授業料 10％割引 ※2018年 4月コース以降のレギュラーコース受講生 

 在籍生 授業料 10％割引 

 U30割引 授業料 5％割引 ※誕生日が 1990年 4月 5日以降の方 

中途解約された方は、復学生・在籍生割引の対象外です。 

復学生、在籍生割引と U30割引は併用不可です。 

 

 

  

コース クラス名 ページ番号 

英語 通訳コース 
通訳トライアル 

通訳入門 
2 

英語 翻訳コース 翻訳入門（日英、英日） 2 

英語強化コース 

プロフェッショナル・イングリッシュ 

Building Accuracy 

Improving Fluency 

文法・構文から学ぶリーディング 

3 

中国語コース 

逐次通訳強化 

通訳者のための発音とプロソディ 

プロ翻訳者に学ぶ翻訳の基礎 

短期中国語強化 

5 

サイマル・アカデミー 

2021 年 春期プログラム 募集要項 

ご注意 

クラス一覧 

http://www.simulacademy.com/online
https://simul-lc.resv.jp/
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/short-nonlc
https://www.simulacademy.com/student/apply/short/chinese
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通訳トライアル――英語を学んで通訳体験―― 

 対象レベル：P-A～A-1 / TOEIC® 860点以上 / 英検 1級 

 講師：英語ネイティブ講師＋日本人通訳者 

 定員：12名 

 *休憩時間含む 

※2019年 1月以降に TOEIC®860点以上、英検 1級を取得された方は、レベルチェック免除で受講可。 
 

 

通訳入門 

 対象レベル：A-1～A-2 

 講師：日本人通訳者 

 定員：12名 

受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

3/3～3/31 水 
19:00-21:00 

(120分×5回) 
EW-ICI341 2/15 ￥58,300 

3/6~3/20 土 
13:00-17:30* 

(240分×3回) 
EW-ICI621 2/15 ￥69,960 

3/9～3/23 火・金 
19:00-21:00 

(120分×5回) 
EW-ICI241 2/23 ￥58,300 

*休憩時間含む 

 

 

 

 

翻訳入門 

 対象レベル：P-A～A-2 

 講師：[日英]英語ネイティブ翻訳者、[英日]日本人翻訳者 

 定員：[日英]12名、[英日]10名 

 英日のみ事前課題あり 

言語 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

日英 3/6～3/20 土 
10:00-12:00 

（120分×3回） 
EW-TJE611 

2/15 ¥34,980 

英日 3/6～3/20 土 
13:00-15:00 

（120分×3回） 
EW-TEJ621 

受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

3/4～3/22 月・木 
19:00-21:00 

(120分×6回) 
EW-IQI141 2/15 

￥69,960 3/7～3/21 日 
10:00-15:00* 

(240分×3回) 
EW-IQI711 2/23 

3/9～3/26 火・金 
10:00-12:00 

(120分×6回) 
EW-IQI211 2/23 

クラスの詳細 

クラスの詳細 

クラスの詳細 

英語 翻訳コース 

英語 通訳コース 

https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/interpretation/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/interpretation/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/interpretation/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/interpretation/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/translation/short
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英語力を総合的に強化したい方は、併行受講をおすすめします！ 

 英語力を総合的に強化 ＋ さらに正確性をあげたい  

              = プロフェッショナル・イングリッシュ + Building Accuracy 

 英語力を総合的に強化 + さらにスピーキング＆ライティングを強化 

              = プロフェッショナル・イングリッシュ + Improving Fluency 

 

 

プロフェッショナル・イングリッシュ 

 対象レベル：P-A～A-2 

 講師：英語ネイティブ講師 

 定員：12名 

レベル 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

P-A 

3/9～3/30 火 
13:00-15:00 

（120分×4回） 
EW-EPP221 

2/23 \28,160 3/9～3/18 火・木 
19:00-21:00 

(120分×4回) 
EW-EPP24A 

3/10～3/31 水 
19:00-21:00 

(120分×4回) 
EW-EPP341 

A-1 

3/10～3/31 水 
10:00-12:00 

(120分×4回) 
EW-EP1311 

2/23 

\28,160 

3/12～4/2 金 
19:00-21:00 

(120分×4回) 
EW-EP1541 

3/13～4/3 土 
10:00-12:00 

(120分×4回) 
EW-EP1611 

3/23～4/1 火・木 
19:00-21:00 

(120分×4回) 
EW-EP124B 3/7 

A-2 

3/11～4/1 木 
13:00-15:00 

（120分×4回） 
EW-EP2421 

2/23 

\28,160 3/13～4/3 土 
15:30-17:30 

（120分×4回） 
EW-EP2611 

3/23～4/1 火・木 
19:00-21:00 

（120分×4回） 
EW-EP224B 3/7 

 

  

クラスの詳細 

英語強化コース 

短期集中チャレンジ！ 

https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/enhancement/short
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Building Accuracy 

 対象レベル：P-A～A-2 

 講師：英語ネイティブ講師 

 定員：12名 

レベル 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

P-A 

3/10～3/31 水 
10:00-12:00 

（120分×4回） 
EW-EAP311 

2/23 \28,160 3/10～3/31 水 
19:00-21:00 

（120分×4回） 
EW-EAP341 

3/13～4/3 土 
15:30-17:30

（120分×4回） 
EW-EAP631 

A-1 

A-2 

3/11～4/1 火 
13:00-15:00 

（120分×4回） 
EW-EAA221 

2/23 \28,160 3/12～4/2 金 
19:00-21:00 

（120分×4回） 
EW-EAA541 

3/13～4/3 土 
15:30-17:30 

（120分×4回） 
EW-EAA631 

 

 

Improving Fluency 

 対象レベル：P-A～A-2 

 講師：英語ネイティブ講師 

 定員：12名 

レベル 受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

P-A 

3/12～4/2 金 
10:00-12:00 

（120分×4回） 
EW-EFP511 

2/23 \28,160 

3/12～4/2 金 
19:00-21:00 

（120分×4回） 
EW-EFP541 

A-1 

A-2 

3/10～3/31 水 
19:00-21:00 

（120分×4回） 
EW-EFA341 

2/23 \28,160 

3/12～4/2 金 
13:00-15:00 

（120分×4回） 
EW-EFA521 

 

  

クラスの詳細 

クラスの詳細 

https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/enhancement/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/enhancement/short
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文法・構文から学ぶリーディング 

 対象レベル：P-A～A-2 / TOEIC® 800点以上 / 英検 1級 

 講師：日本人講師 

 定員：12名 

受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

3/8～3/25 月・木 
19:00-21:00 

（120分×6回） 
EW-XR3141 

2/23 ¥42,240 

3/11～4/1 木 
10:00-13:00 

（180分×4回） 
EW-XR3411 

※2019年 1月以降に TOEIC®800点以上、英検 1級を取得された方は、レベルチェック免除で受講可。 

 

 

 

逐次通訳強化 

 対象レベル：中検準 1級以上（日本語母語の方） 

      日本語能力試験 N1レベルまたは 1級（中国語母語の方） 

 講師：日本人通訳者＋中国人通訳者 

 定員：12名 

受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

3/6～3/27 土 
13:00-15:00 

（120分×4回） 
CW-ICC621 2/15 ¥46,640 

 

 

通訳者のための発音とプロソディ――伝わる中国語―― 

 対象レベル：中検準 1級以上（日本語母語の方） 

 講師：日本人通訳者 

 定員：12名 

受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

3/6～4/3 土 
10:00-12:00 

（120分×5回） 
CW-CPS611 2/15 ¥58,300 

 

  

クラスの詳細 

クラスの詳細 

クラスの詳細 

中国語コース 

https://www.simulacademy.com/training/tokyo/english/enhancement/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/chinese/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/chinese/short
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プロ翻訳者に学ぶ翻訳の基礎 

 対象レベル：中検 3級以上（日本語母語の方） 

      日本語能力試験 N1レベルまたは 1級（中国語母語の方） 

 講師：日本人翻訳者＋中国人翻訳者 

 定員：10名 

 事前・事後課題あり 

受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

3/6～3/27 土 
13:00-15:00 

（120分×4回） 
CW-TCK621 2/15 ¥46,640 

 

 

短期中国語強化 

 対象レベル：中検準 1級以上（日本語母語の方） 

 講師：中国人通訳者、翻訳者 

 定員：10名 

 事前課題あり 

受講期間 曜日 時間帯 クラスコード 申込締切 授業料（税込） 

3/6～3/27 土 
15:30-17:30 

（120分×4回） 
CW-ACJ631 2/15 ¥39,600 

 

クラスの詳細 

クラスの詳細 

https://www.simulacademy.com/training/tokyo/chinese/short
https://www.simulacademy.com/training/tokyo/chinese/short
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