英語

･通訳者養成コース
･翻訳者養成コース
･英語強化コース

中国語

Simul Academy

･通訳者養成コース
･翻訳者養成コース
･通訳者・翻訳者のための中国語強化

サイマル・アカデミー東京校校内ヒストリーウォール

サイマル・アカデミー
SIMUL ACADEMY

受講案内

トップレベルの通訳者・翻訳者をめざすなら、
トップレベルのサイマル・アカデミーで。
サイマル・アカデミーは、
1969年アポロ月面着陸時の同時通訳者らによって創立された、
（株）
サイマル・インターナショナルが母体の通訳者・翻訳者養成校です。
1980年の創立以来、
多くの通訳者・翻訳者を輩出してきました。
「プロの通訳者・翻訳者になりたい」
「どんな案件にも対応できる知識とスキルを身につけたい」
「仕事で通訳を任されることがあるけれど自信がない」
「ずっと自己流で翻訳の仕事をしてきたので不安」
など、
初めて学習する方から訓練・実務経験がある方まで、
高度な語学力を
確実にキャリアに変える・活かす実践力を身につけます。
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英語 英語強化コース
英語 修了生、
講師のメッセージ
英語 キャリアサポート
中国語 レベル・コース構成、
入学までの流れ、

入学試験

4 つの特長

Feature
Feature

1

通訳・翻訳会社が

サイマル・アカデミー

現役通訳者・翻訳者

Feature

2

母体の養成校

による実践的な指導

エージェントが母体のスクールである強みを活か
したキャリアサポート。受講生一人ひとりの経験、

現場のニーズに合わせた実践的な教材を用い、
現役で活躍する経験豊富な通訳者・翻訳者が

スキル、今後のキャリアプランに合わせて、在籍
中からキャリアカウンセリングやお仕事の機会を

指導。
次代を担う通訳者・翻訳者を養成します。

提供します。
サイマル・グループのキャリアサポート
【英語…P.14／中国語…P.24】

Feature

3

講師紹介はこちら

通訳・翻訳業界の
第一線で活躍する
修了生

サイマル・アカデミーで学んだ多くの修了生が、
質の高い通訳者・翻訳者として国際コミュニケー
ションに貢献しています。
サイマル・アカデミーが輩出した
英語通訳者・翻訳者の人数

1, 300 名

約

2000年以降

語学レベルの
高い受講生が
切磋琢磨する環境

Feature

4

高度な語学力をキャリアに活かすことを目的とし
た受講生と一緒に学ぶことで、良い刺激を受け
ながら学習できます。
受講生（英語）TOEIC平均スコア
Hello

930点
2018年調べ

受講生（中国語）HSK取得級
你好

サイマル・アカデミーの受講生データは
ウェブサイトでも公開中

18
20
21
22
24

中国語 通訳者養成コース
中国語 翻訳者養成コース
中国語 通訳者・翻訳者のための中国語強化

6級
2018年調べ

25 インターネット講座
26 年間スケジュール
27 よくあるご質問

中国語 修了生、
講師のメッセージ
中国語 キャリアサポート
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英English
語
通訳者養成コース… P.6,7
翻訳者養成コース… P.8,9
英語強化コース… P.10,11
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●レベル・コース構成
通訳、
翻訳、
英語強化の３つのコースに分かれ、
段階的に学べるクラスをご用意。
レベルチェックの判定に基づき、
クラスをご案内します。
入学の目安：TOEIC®800点～

入学の目安：TOEIC®900点～

Pre-Advanced
（P-A）

レベルチェック判定

Advanced 1
（A-1）

Advanced 2
（A-2）

通訳者養成コース
通訳準備

通訳Ⅰ～Ⅳ

会議通訳Ⅰ
・
Ⅱ

翻訳者養成コース
基礎科

本科
（産業・出版）

プロ科（産業・出版）

英語強化コース
Pre-Advanced

Advanced 1

Advanced 2

●入学までの流れ
❷

❶

レベル
チェックを
受ける

❸

体験
レッスンに
参加する■

希望者
のみ

希望
コースを
申し込む

❹

通訳・翻訳
テストを
受ける■

該当者
のみ

❺

クラス決定・
学費の
お支払

開講

●レベルチェック
いずれのコースをご希望の場合も、
入学にはレベルチェックが必要です。

※1年以内に受験した方はレベルチェック免除でお申込可能です。 ※Pre-Advancedの基準に満たなかった場合はクラスをご案内できかねます。

ディクテーション
英文ライティング
・聞いた英語をそのまま書き取る
ディクテーション
・日本語の短文を英訳する筆記テスト

スピーキング
・ネイティブ講師によるインタビュー
・その場で与えられたトピックについてのショート・
スピーチ（2分程度）

カウンセリング
日本人スタッフがレベルチェックの
結果と受講目的に合ったクラスをご案内

●通訳・翻訳テスト
通訳コース 通訳Ⅱ～／翻訳コース 本科～への入学をご希望の場合は、
レベルチェック後に通訳・翻訳テストの受験が
必要です。
テスト種類

対象レベル

通訳テスト

A-2

産業翻訳 日英
翻訳
テスト

産業翻訳 英日
出版翻訳

P-A～A-2
※A-2判定で
本科希望者は
受験不要

概要

・ディクテーション
：聞いた英語をそのまま書き取る
・吹き込み：
日→英、
英→日の逐次通訳
新聞記事 · 論文 · ビジネス文書などの翻訳（日→英）
新聞記事 · 論文 · ビジネス文書などの翻訳（英→日）
新聞記事やエッセイなどの翻訳（英→日）
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英語

時代を超えて常に求められる通訳者を養成

通訳者養成コース

授業時間：2時間×36回

基礎演習を重視したカリキュラムで通訳スキルの土台を固め、現場が求める高い逐次・同時通訳
技術を習得します。

レベルとクラス構成

レベルチェックや通訳テストの結果に応じて入学クラスをご案内。
約半年間の受講後、
進級判定の結果によって次期のクラスが決定します。

Advanced 1（A-1）

Advanced 2
（A-2）
会議通訳コース

会議通訳Ⅰ

会議通訳Ⅱ

クラスレベル

通訳コース

通訳Ⅰ

通訳Ⅱ

通訳Ⅲ

通訳Ⅳ

通訳テスト合格

※通訳Ⅰは受験不要

通訳準備
レベルチェック、通訳テスト…P.5

英語力を磨きながら通訳の勉強を始める

進級判定…P.27

・受講レベル：A-1
・講師：日本人通訳者、英語ネイティブ

通訳準備

日本人通訳者と英語ネイティブ講師のチームティーチングに
よる相乗効果で、
通訳訓練に必要な言語スキルを高め、
初歩的な逐次通訳を実践します。
教材 国際英語ニュース、
オリジナルワークシート

A、B、C、Dの４回で1Unitが完結（全8Unit）

A

英語力強化

インプット力を鍛える
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B

英語力強化

アウトプット力を鍛える

C

表現力強化

講師：英語ネイティブ

講師：英語ネイティブ

講師：
日本人通訳者

パラフレージング、
要約、
ボキャブ
ラリー・ビルディングなどの通訳
訓練法を取り入れた演習を通し
て、
英語力アップをめざす

Aで学んだことを自分のものに
できているか、
アウトプット演習を
中心に確認

日本語の表現力を養い、
直訳で
はない自然な訳出を学ぶ。
また
英文の暗唱を通して、
自然で正
確な英語表現を身につける

D

通訳を実践

講師：
日本人通訳者+
英語ネイティブ
A～Cの学習内容をふまえ、
講師
の模擬対談を通訳。
情報の拾い
方、英語や日本語の発話の仕
方、立ち居振る舞いなどを詳細
にフィードバック

英 語 通訳者養成

逐次通訳の基礎力養成から完成まで

・受講レベル：A-2

通訳コース Ⅰ～Ⅳ

・講師：日本人通訳者

英 語 翻訳者養成

通訳に必要な語学力・知識力・理解力・表現力を養成。
現役通訳者である講師が「メッセージを伝える通訳」の
ための技術を指導します。

通訳Ⅱ
逐次通訳の基礎を完成。
話の主要情報を理解・再現
できるレベルをめざす

授業内容

授業内容

・シャドーイング、
要約、
リテンション、
リプロダクション、
ノート
・テイキング
などを中心とした通訳基礎演習

・複雑な情報や数字を的確にとら
える訓練
・専門用語や背景知識が必要と
されるビジネス関連教材

通訳Ⅳ

本格的な逐次通訳技術の
完成に向けた基盤作り

ビジネス通訳者として通用
するレベルに到達する

授業内容
・スピーチ、
IR通訳演習
・サイト
・
トランスレーション演習
・模擬ディベート通訳演習

・決算説明会、
IR通訳演習
・サイト・
トランスレーション、
クイック
レスポンス演習

実際の生音源で本格訓練

・受講レベル：A-2（ 通訳Ⅳ修了レベル）
・講師：日本人通訳者

会議通訳コース Ⅰ
・Ⅱ

「聞きながら訳し続ける」同時通訳の必須能力を習得。
知識・教養も強化します。
教材テーマ マクロ経済、経営、
エネルギー・環境安全保障、
スポーツ、文化、科学技術など

同時通訳の基本から実践レベルまでを学習。聞きながら訳し
続けることに習熟し、瞬発的な対応力を養う
授業内容
・サイト
・
トランスレーションを用いた原稿ありの同時通訳訓練
・スラッシュごとに通訳する、
同時通訳に必要な
「訳し下ろし法」

会議通訳Ⅱ
スピーカーの発言を瞬時に分析・推論・統合し、即座に対応
できるインプット・アウトプット力の完成

インターネット講座

会議通訳Ⅰ

中国語 キャリアサポート

瞬発的解析力・表現力を磨き、
会議通訳者に必要とされる

中国語 翻 訳者養成・中国語強化

同時通訳技能の習得と実践

中国語 通 訳 者 養 成

オリジナル作成教材で基礎訓練

授業内容

英 語 キャリアサポート

英語運用力および表現力を
底上げしながら、基礎的な逐
次通訳訓練を行う

通訳Ⅲ

英 語 英語強化

通訳Ⅰ

授業内容
・さらに難易度・専門性の高い教材を使用し、
同時通訳スキルを磨く
・原稿や資料を用いたサイト
・
トランスレーション
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英語

時代に左右されない“本物”の翻訳者を養成

翻訳者養成コース

授業時間：2時間×18回

専門知識やリサーチ力を強化しながら、原文を正しく理解したうえで的確な用語・表現を
用いて翻訳する力を身につけます。
レベルチェックや翻訳テストの結果に応じて入学クラスをご案内。
約半年間の受講後、
進級判定の結果によって次期のクラスが決定します。

レベルとクラス構成

Pre-Advanced（P-A）

Advanced 1
（A-1）

プロ科

Advanced 2
（A-2）
産業翻訳コース
出版翻訳コース

クラスレベル

翻訳テスト合格

本科
翻訳テスト合格

産業翻訳コース
出版翻訳コース

※A-2判定の場合は受験不要

基礎科
レベルチェック、通訳テスト…P.5

翻訳者になるための土台を築く

進級判定…P.27

・受講レベル：P-A・A-1
・講師：日本人翻訳者
・言語方向：日⇔英双方向

基礎科

直訳や単語の置き換えにとどまらない翻訳の基礎を養成し、
本格的な翻訳訓練の土台をつくります。
教材 オリジナル教材

提出課題 翻訳、
ライティング

3ステップで1ターム完成
〈センテンス→パラグラフ→テクストと訳すボリュームを段階的に増やし、
最後に日⇔英翻訳を実践〉

1

英語力・
日本語力の強化
センテンス・パラグラフレベル

単語ではなく意味を置き換えることを意識
し、
日本語として自然な文/英語として自然
なセンテンスをつくる構文力を習得
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2

英語力・
日本語力の強化
テクストレベル

文/センテンスのつながりを重視し、
文章/
テクストの全体の構成を意識した訳文作
成スキルを強化

3

翻訳実践演習
日英・英日翻訳

１、
２で学習したことをふまえた実践演習を
行う。
やや専門知識を必要とする教材を使
用し、
リサーチや表記ルールなどの翻訳に
欠かせない初歩的なスキルと知識を学ぶ

・受講レベル：P-A～A-2 ※A-2で本科受講の場合は翻訳テスト受験不要

産業翻訳コース

・講師：英語ネイティブ翻訳者（日英）／日本人翻訳者（英日）

英 語 通訳者養成

専門分野の翻訳にも対応できるスキルを習得

・言語方向：日→英または英→日 ※日→英クラスは英語で授業

身につけ、
実務レベルの翻訳力を習得します。
［分野］ビジネス、
行政、
金融、
経済

英 語 翻訳者養成

原文を正しく理解するための専門知識やリサーチ力を

提出課題 本科、英日プロ科… 翻訳課題
日英プロ科…リーディングサマリー＋翻訳課題

プロ科〈日英/英日〉

● 原文の理解力強化

英 語 英語強化

本科〈日英/英日〉

● 実務レベルの専門性と対応力を磨く

原文の内容を理解し、
誤訳がなくかつ自然で読みやすい訳文を作る

専門用語や背景知識のリサーチ方法を学ぶ。語彙や内容に合った
文体を選択するための表現力も強化する

● 高い表現力を身につける
オリジナル言語特有の表現も自然に訳せるスキルを習得

教材例

教材例

翻訳スキルに加え作品にふさわしい高い表現力を習得

【日英】株主通信、
業績報告、
白書、
官公庁レポートなど
【英日】経済誌や新聞記事、
政府官公庁/シンクタンクなどの経済レポート、
決算資料など

・受講レベル：P-A～A-2 ※A-2で本科受講の場合は翻訳テスト受験不要

読解力に加え、
作品にふさわしい文体や訳語を選択できる
高い表現力と翻訳力を磨きます。
提出課題 書籍の翻訳

本科〈フィクション・ノンフィクション〉
● 翻訳の基礎力を習得

プロ科〈フィクション〉
● 読者をひきつける高い表現力を磨く

● 作品に合った表現ができる力を身につける
作品の雰囲気をとらえた文体や訳語選択の方法を学び、
表現の幅を
広げる

原作の背景やテーマを正しくとらえるためのリサーチ力を強化しつつ、
日本語の表現力に磨きをかけ、
完成度の高い翻訳力を養成
● プロレベルの対応力を学ぶ
一定量の原文をスピード感を持って翻訳する力を強化

教材例
【フィクション】
ミステリ小説
【ノンフィクション】新聞・雑誌記事、
実用書など

教材例

インターネット講座

原文読解力を高め、
誤訳がなく読みやすい翻訳文を作るスキルを習得

中国語 キャリアサポート

修了生・講師の翻訳書をウェブサイトにてご紹介中

中国語 翻 訳者養成・中国語強化

出版翻訳コース

・講師：日本人翻訳者
・言語方向：英→日

中国語 通 訳 者 養 成

【日英】新聞記事
（日本語/英語）
、
企業サイト、
官公庁サイト、
雑誌など
【英日】経済誌、
新聞記事、
政府官公庁/シンクタンクなどの経済レポート、
決算資料など

英 語 キャリアサポート

●リサーチの手法を学ぶ

高いリサーチ力で、
専門性の高い文書も正確に理解し的確に訳す力と、
実務を意識したスピード感で訳す力を養成

【フィクション】
ミステリ小説
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英語

正確性の高い洗練された英語を学ぶ

英語強化コース

授業時間：2時間×18回

通訳・翻訳やビジネスシーンに必要な幅広い知識、表現力、
コミュニケーション能力を養い、
実用的な英語運用力を習得します。

プロフェッショナル・イングリッシュ

・受講レベル：P-A～A-2
・講師：英語ネイティブ講師
・提出課題：3回に1回程度

ポイント
英語の4技能〈聴く
・話す・読む・書く〉
を徹底強化
通訳者養成校ならではの英語強化
プログラムで通訳や翻訳に必要な
英語力を磨く
プレゼンテーションやディスカッション
などを通して自身の考えを英 語で
相手に正確に伝える力を身につける

レベルとクラス構成

レベル別に
「Pre-Advanced」
「Advanced 1」
「Advanced 2」の3つのクラスで構成。
ご入学クラスはレベルチェックの結果によってご案内します。

Pre-Advanced（P-A）

Advanced 1
（A-1）

Advanced 2
（A-2）

Advanced 2クラス
クラスレベル

Advanced 1クラス

Pre-Advancedクラス
例：
レベルチェックにてPre-Advanced判定→Pre-Advancedクラスをご案内
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レベルチェック…P.5

豊富な演習によるインプットとアウトプットを繰り返すことで、
総合的な英語力の定着をめざします。

A、B、Cの3回で１つのユニットが完結。

Lesson A

ベースにしたオリジナル教材
レッスンテーマ

理解力の強化
国際英語ニュースを視聴し、
ロジックに沿って情報
を整理しながら内容を正確に理解します。

実施内容

演習内容 リスニング・コンプリヘンション、

ノート
・テイキング、
アウトライン

コース説明、自己学習法指導、
Unit 1 導入

課

1

Orientation

2

Unit 1
Lesson A

Comprehension 訓練

3

Unit 1
Lesson B

Production 訓練

4

Unit 1
Lesson C

Consolidation 訓練、Unit 1 まとめ、
Unit 2 導入

題

Aレッスン復習、
Bレッスン予習

▼
表現力の強化
Aの学習内容をもとに、
スピーキングおよびライティ
ングのアウトプット力を鍛えます。
演習内容 パラフレージング、
文法、
ボキャブラリー・

Test &
Review 1

ディクテーションテスト、
弱点確認と復習指導

9

Unit 3
Lesson A

Comprehension 訓練

ビルディング、
ディクテーション

課

題

図表・グラフなどの言語化、
要約ライティング
※添削あり

▼
Lesson C

～
Production 訓練

17

Test &
Review 2

リーディング＆ライティングテスト、
確認と復習

18

Unit 5
Lesson C

応用力の強化

Consolidation 訓練、コース総まとめ

AおよびBの学習内容をもとに、
より発展・応用させ
た演習に取り組みます。
演習内容 ミニ・プレゼンテーション、

スピード・
リーディング、
シャドーイング、
ユニットの復習

課

Advanced-1（A-1）

プロフェッショナル・
イングリッシュ

進級判定

プロフェッショナル・
イングリッシュ
A-2クラス

通訳者養成コース

通訳者養成コース

翻訳者養成コース

翻訳者養成コース

※通訳者養成コース、
翻訳者養成コースへの進級には、
レベルによって別途通訳テスト
・翻訳テストの受験が必要な場合があります。

インターネット講座

A-1クラス

中国語 キャリアサポート

進級判定

Advanced-2（A-2）

中国語 翻 訳者養成・中国語強化

P-Aクラス

次ユニットのトピック・
リサーチ

期の最後に進級判定を行います。
プロフェッショナル・イングリッシュ内での進級のほか、
身につけた英語力を活かして通訳者養成コースや翻訳者養成コースへの進級も可能です。

Pre-Advanced
（P-A）

プロフェッショナル・
イングリッシュ

題

中国語 通 訳 者 養 成

Unit 5
Lesson B

英 語 キャリアサポート

8

進級について

英 語 英語強化

Lesson B

～

16

英 語 翻訳者養成

教材 ビジネス、文化、
テクノロジー、環境問題などの国際ニュースを

回

英 語 通訳者養成

ユニットの構成

通訳テスト
・翻訳テスト…P.5

11

英語

修了生のメッセージ
サイマル・アカデミーを修了し、
プロとして活躍している修了生の声をご紹介します。

通訳者養成コース修了生
現在はサイマルの専属通訳者として、製造業、
エネルギー、IT、
金融などの会議通訳に携わっています。
私は新卒で入社した会社で突然通訳業務を依頼され、
日々苦労していた際に先輩社
員の紹介でサイマル・アカデミーに入学することを決めました。
サイマルの授業では、
プロ
の通訳者として活躍されている先生方から、
訳出についてきめ細やかなフィードバックを
受けることができます。
これは今でも実務で自分のパフォーマンスを改善するための指針
になっています。

野間口 蓮海さん
東京外国語大学卒業後、
企業で翻訳と通訳
に携わる。
2015年よりサイマル・アカデミーで通
訳訓練を始め、2018年に「会議通訳Ⅱ」
を修
了。
サイマル・ビジネスコミュニケーションズの技
能契約社員として社内通訳に従事した後、
サ
イマル・インターナショナルの専属通訳者に。

アカデミー修了後にはサイマル・ビジネスコミュニケーションズの「技能契約社員制度」
を
活用しました。
これは派遣契約期間外でも毎月の固定給が保証され、
また能力が認め
られるとサイマル・インターナショナルの会議通訳者として推薦を受けることができる
制度です。
コンサルティングファームの社内通訳者として一年ほど経験を積んだのち、
サイマル・イン
ターナショナルの専属通訳者になることができました。現在は製造業、
エネルギー、
IT、
金
融などさまざまな分野の会議通訳に携わっています。今後はさらに専門性を深め、
クライ
アントの目的達成に貢献できる通訳者として活躍していきたいと思っています。
英語 通訳者養成コース…P.6

サイマル・グループのキャリアサポート…P.14

翻訳者養成コース修了生
産業翻訳コースの日英・英日を両方受講し、実務に役立つ多く
のことを学びました。
定年を迎える数年前、金融一筋の自分が定年後どうやって稼いでいくかを考え、
MBAを持ち業務上英語に接する機会も多かったことから「翻訳」を選択しました。
そ
の準備のため、知名度が高いサイマル・アカデミーを選びました。
まず産業翻訳日英プロ科を受講し、
「ファンシーな英語は書けなくても、
日本語を深く読
み込みその主旨を正しく英語で伝えることはできる」
と気づきました。おかげさまで、今
でも日英の仕事をいただいています。
次に産業翻訳英日本科とプロ科を受講しました。多くを学びましたが、一番たたき込ま
れたことは徹底的なリサーチでした。
「分かっていないことは訳さない。産業翻訳家は
業界人より業界通になるべし」
との先生の考え方を実践するハードなコースでしたが、
今の私があるのはこのコースのおかげです。
コース修了時に定年を迎え、講師推薦で
サイマル・インターナショナルに登録できました。
これまで金融・経済・ビジネス全般と対象分野を絞ってきましたが、今後は需要が高まり
つつあるIRなどにも幅を広げたいと考えています。

英語 翻訳者養成コース…P.8

神部 正弘さん
一橋大学経済学部卒業。
ロンドンビジネスス
クールにてMBA取得。
日米証券会社および
日系格付け会社勤務を経て2017年4月に定
年退職。退職前よりサイマル・アカデミーで翻
訳を学び、
2017年5月にフリーランス翻訳者と
して開業。

サイマル・グループのキャリアサポート…P.14

修了生メッセージ

＼Webサイトにてほかの修了生メッセージと講師紹介を掲載中／
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講師紹介

英語

講師のメッセージ
各コースで指導する講師陣のメッセージをご紹介します。

通訳者養成コース講師

井戸 惠美子先生
大学在学中より、
サイマル・アカデミーに学ぶ。
大学卒業後、一般企業勤務を経て、社内通
訳業務に従事。現在、
フリーランスの通訳者と
して、政府・企業関係の会議やセミナーを中
心に通訳を行なっている。

通訳者として求められる能力や知識が着実に
身につけられるよう、全力で応援します。

サイマル・アカデミーには、現場で求められる通訳
者になっていただくための工夫がたくさんあります。
ニーズの高い分野を意識した教材や、通訳技術
の基礎である情報処理能力が磨ける演習、
レベル
毎のテーマや重点項目が明確で体系だった練習
ができるカリキュラム、
そして効率よく学ぶための設
備・
・
・。講師もサイマル出身者が多く
「サイマルの修
了生は一流であってほしい」
という願いをもって指
導しています。授業で大切にしているのは、受講生

の皆さんに「今」持つ力をさらに磨いてもらうこと。
講師がすぐ訳例を提示するのではなく、皆さんが自
らより良い訳出ができるように導いていきます。それ
は「今」の力で考え努力することで、毎回「これがで
きた」
「また一つ気づけた」
という喜びを感じてもら
えると思うからです。通訳者への道は決して平坦で
はありませんが、
トレーニング中はもちろん、通訳者
となってからもサポートできるサイマルで学びません
か。全力で応援します。一緒に頑張りましょう。

翻訳者養成コース講師
The Tools to Find Your Own Answers

Peter Durfee先生
（産業翻訳・日英）

高校時代を日本で過ごす。米カリフォルニア大学
バークレー校卒業（日本語専攻）。1996年に海外
向け刊行物を扱う出版社に入社し、外交・政治・
経済分野の英訳を手がける。現在はウェブサイト
「nippon.com」で日英翻訳・編集に従事。

People who want to be translators need a
few skills: deep understanding of the source
text, solid writing ability in the target text,
and above all, the creative ﬂexibility that lets
them tackle diﬀerent texts in diﬀerent ways.
There isn't just one correct answer to every
translation question. At Simul Academy we
don't give you the answers: we help you
develop the tools you need to ﬁnd your own.
The professional translators who teach our

classes offer advice on multiple ways to
approach a translation task and share their
experiences in exploring those various ways
for real-world clients. It's a great way to learn
if you aim to one day be the sort of translator
who can please those clients with your own
work. The reading, writing, and translation
work we do today will give you the skills you
need as a professional translator tomorrow.

本物の翻訳者になるために、何をするべきか。
必要なこと全てを、
できる限りお伝えします。
本物の翻訳は、小手先の翻訳技術だけでできるも
のではありません。本物の翻訳者になるためには
何をすれば良いか、何に気をつければ良いか。翻
訳者養成コースでは、経験豊かな現役プロ翻訳
者が、
その方法をできる限りお伝えします。
授業では、高度かつ実践的な教材を使った訓練
を行い、優秀で熱心な受講生達が切磋琢磨して
います。受講生の皆さんが持っている能力や個性

英語強化コース講師

Petya Lowe
In her position as Head of Instructors,
Petya draws on more than 30 years
of experience of teaching English
in Japan, as well as experience as a
translator and interpreter (English/
Bulgarian/Russian) in England.

や目標はそれぞれ違いますから、一人ひとりに合
わせたアドバイスができるように心がけています。
さ
らに、皆さんがプロ翻訳者として新たなキャリアを
いかに獲得できるかについても、常に考えながら
指導しています。
サイマル・アカデミーは、本物の翻
訳者をめざすなら最適の場所。
とにかく一度、本
コースの門を叩いていただければ幸いです。

成瀬 由紀雄先生（産業翻訳・英日）
商社勤務、高校の英語教師、編集業務などを経
て、
フリーランスの産業翻訳者に。2002年からは
サイマル・アカデミー産業翻訳者養成コース講
師。専門分野は経済・財務・金融・IR。長年にわた
り日本語・英語・翻訳の研究も。著書『ことばの仕
組みから学ぶ 和文英訳のコツ』
（共著）。

The Simul language advantage
- creating global opportunities for over 50 years

At Simul Academy, as one of Japan's premier
interpretation and translation training
institutes, we understand the complex language
skills needed for interpreters, translators and
all learners aiming to further improve their
English to meet their professional and academic
needs.
Our specially designed Comprehensive English
Program focuses on developing your listening,
fluency, accuracy, vocabulary (including
specialized vocabulary), reading, writing and
other language skills you will need as a
competent English-speaking professional. Based
on authentic reports from the international

news media, our in-house developed materials
introduce interpreting training techniques such
as retention, paraphrasing, and summarizing,
providing an eﬀective method for learning.
In addition to providing high quality instruction,
our experienced teachers oﬀer individual study
advice, guiding you toward achieving your
goals, including the high English proficiency
and world knowledge required to join our
Professional Interpreting and Translation
Training Courses.
Come study at Simul and join the growing
and exciting community of language
professionals.
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英語

サイマル・グループの
キャリアサポート
サイマル・アカデミー
通訳者・翻訳者養成校

エージェント直下のスクールである強み
を活かし、受講生一人ひとりの経験・
スキルと今後のキャリアプランに合わ

（株）サイマル・ビジネス
コミュニケーションズ

せて、修了後はもちろん、在籍中から

（株）サイマル・
インターナショナル

人材派遣・紹介会社

キャリアサポートを行なっています。

通訳・翻訳エージェント

語学力を活かした仕事から社内通訳者・翻訳者、
フリーランス、
専属通訳者をめざす
通訳
トップ付・プール制の
社内通訳・翻訳者
会議通訳Ⅱ

会議通訳Ⅰ

通訳 Ⅳ

通訳 Ⅲ

通訳 Ⅱ

通訳 Ⅰ

通訳準備

英語通訳
コース

通訳形式 同時通訳／
ウィスパリング／
逐次通訳
会 議 例 役員会議／
経営会議などの

フリーランスまたは
専属通訳者＊として
逐次通訳、
同時通訳に対応

通訳形式 逐次通訳／
ウィスパリング
会 議 例 部門付・プロジェクト付
などの社内会議

通訳・翻訳業務を
含むお仕事
アシスタント／

※産業翻訳コースのみ対象

分野例
政治・経済／金融／

案件例

社内翻訳者

国際会議／記者会見／
研修・セミナー／社内会議／
随行・視察／商談／

会議通訳Ⅱ

役員向け経営会議資料／

財務・会計／エネルギー／
IT／医薬・医学／
医療機器関連 ほか

IR・決算関連文書／

来日外国人アテンド ほか

プレスリリース社内規定／
技術文書／プレゼン資料など

社内外会議全般

社内通訳・翻訳者

フリーランス翻訳者・
チェッカー＊

翻訳

プロ科

単発で通訳の仕事を経験

社内資料全般

産業・出版

OJTで仕事を体験

※産業翻訳コースのみ対象

業務例

翻訳支援ツールを使用した

商談会・展示会での

QA（Quality Assurance）

ブースアテンド通訳／
イベントでの受付対応、
コミュニケーションサポート ほか

チェック

本科

産業・出版

翻訳業務を含むお仕事
翻訳チェッカー／

＊フリーランス：通訳Ⅳを優秀な成績で
修了した方に登録の機会を提供
専属：会議通訳Ⅱを優秀な成績で
修了した方を推薦

翻訳コーディネーター／
アシスタント ほか

基礎科

＊フリーランス翻訳者・チェッカー：産業
翻訳プロ科を優秀な成績で修了した
方に登録の機会を提供

バイリンガルセクレタリー ほか

サイマル・ビジネス
コミュニケーションズ
（SBC）

サイマル・インターナショナル

※SBC登録基準：通訳・翻訳の実務経験、
または専門訓練経験をお持ちの方

英語翻訳
コース

サイマル・ビジネス
コミュニケーションズ
（SBC）

サイマル・インターナショナル

※SBC登録基準：通訳・翻訳の実務経験、
または専門訓練経験をお持ちの方

在籍中、
キャリアプランに迷ったら
キャリアカウンセリング・登録相談に申し込む

受講生対象のキャリアセミナーに参加する

サイマル・グループの採用担当者が同席し、
キャリア

卒業生やサイマル・グループのスタッフによる各種

プランのご相談や登録を承ります。

セミナーを実施。通訳・翻訳の仕事や市場について

対象：サイマル・アカデミー受講生（全コース・レベル）
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知ることができる機会を提供します。

携わる案件が毎日違うのが専属通訳者の魅力。勉強と本番の
通訳に全力を注げる環境で働くことができています。

特待生制度

通訳Ⅲ以上に在籍中で成績優秀な方を対象に、
キャリアサポートの一環として特待生制度を設けていま
す。授業料全額免除のほか、
会議通訳Ⅱを修了後、
サイマル・インターナショナル専属通訳者として登録
する機会を提供しています。

実際に産業翻訳に従事すると、世の中の新し
い動きや将来の展望に目が開かれ、知的好奇
心や興味がかき立てられます。
自宅で時間を
有効に使いながら、集中的に仕事ができること
QAチェックのOJTでは、翻訳コーディネーター も自分のスタイルに合っています。今後も、
自分
から依頼を受け、各種資料、仕様書、
マニュア にとり興味の尽きない産業分野で、正確で分
ルなど多岐にわたる文書のチェックを行い、指 かりやすい翻訳を実現できるように努力を続け
定の納期に合わせて納品しました。本格的な ていきたいと思っています。
産業翻訳コース本科（日英・英日）以上に在籍中でご希望の方を対象に、
実際の案件に取り組むOJTの
機会を提供しています。
OJTでは、
翻訳コーディネーターによる案件の打診から納品までの一連の業務を
経験していただきます。
［例］
翻訳支援ツールを使用したQA
（Quality Assurance）
チェック

英語通訳コース向けのキャリアサポート
ビジネス通訳検定

（サイマル・ビジネスコミュニケーションズ）

（NPO法人通訳技能向上センター）

通訳者養成コースに在籍中もしくは卒業生で、
会議通訳者

サイマル・インターナショナルが協賛しているNPO法人にて、

をめざす方を1年ごとの契約社員として採用し、
社内通訳

通訳スキルを級別に判定する検定試験を実施。級判定と個

ポジションで実務経験を積んでいただく制度です。優秀な

別のフィードバックシートで、
スキルチェックに加え今後の学習

方はサイマル・インターナショナルに推薦します。

課題も明確になります。

インターネット講座

技能契約社員制度

中国語 キャリアサポート

英語翻訳OJT制度

翻訳に取り組む前にこのような機会を得たこと
は非常に貴重でした。

中国語 翻 訳者養成・中国語強化

山根 昭郎さん
総合商社在勤時貿易に従事し、
中東、
東
南アジアでの駐在経験あり。退職後、
サ
イマル・アカデミーで産業翻訳コース
（英
日・日英）
を受講。
現在はサイマル・インター
ナショナルの登録翻訳者として産業翻訳
（英日）
に取り組む。

40年勤務した商社を退職後、貿易業務で携
わってきた英語を活かした仕事をしたいと思
い立ち、サイマル・アカデミーの門を叩いたの
が翻訳者をめざしたきっかけです。毎週課題
に取り組み、指導を受けた学習経験がいま大
いに役立っています。

中国語 通 訳 者 養 成

在籍中の学習とOJTの経験が実務に役立っています。

英 語 キャリアサポート

サイマル・インターナショナルでは、
50名を超える業界随一の英語通訳者の専属契約制度があります。
現場を共にする先輩通訳者からパフォーマンスを学びながら、
会議通訳者としてのキャリア形成をめざす
ことができます。

英 語 英語強化

サイマル・インターナショナル
専属通訳者

橋本 萌 さん

英 語 翻訳者養成

幼少期にアメリカに6年間滞在。大学
卒業後総合商社で3年間営業職に従
事し、
在職中2018年よりサイマル・アカデ
ミーで通訳訓練を開始。
その後某国在
京大使館に転職し、
2年間軍事通訳を
経験。
2021年にアカデミー会議通訳Ⅱを
修了し、
サイマル・インターナショナル専
属通訳者に。

アカデミー通学時から自分は特に何かの分野 で一杯です。
また最近はウィスパリング・同時
に執着する性分ではないと感じていました。興 通訳案件も増えてきました。
味のある分野がたくさんあり、そのどれにも携 専属通訳者になって良かったことは数多くあり
わってみたいと考えたときに、サイマルの専属 ますが、一番はやはり毎日携わる案件が違うこ
通訳者になれば自分の理想の働き方ができる とです。
また会社がスケジュール調整を担当し
と考え、特待生に選ばれたことも励みに専属 てくださるので、勉強や本番の通訳に全力を
をめざしました。
注ぐことができています。
専属通訳者になって間もないですが、本当 今後は経験を重ね、
自分が特に好き・得意な
にさまざまな案件を担当させていただいてい 分野を見つけられたらと思います。諸先輩方
ます。エネルギー・化粧品・技術開発・会計・ス から多くを学び、
自分の通訳スタイルを確立し
ポーツ等々…多様な業界の通訳を担当するこ ていきたいです。
とができ、勉強はもちろん大変ですが充実感

英 語 通訳者養成

通訳者・翻訳者として活躍する修了生の声
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中Chinese
国語
通訳者養成コース…P
通訳者養成コース…
P.18,19
翻訳者養成コース…P
翻訳者養成コース…
P.20,21
通訳者・翻訳者のための
中国語強化…P
中国語強化…
P.21
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●レベル・コース構成
通訳、
翻訳、
中国語強化の３つのコースに分かれ、
通訳・翻訳コースでは段階的に学べるクラスをご用意しています。

入学の目安
HSK 5級～
日本語能力試験 N1

通訳者養成コース
基礎科

本科Ⅰ 本科Ⅱ 同時通訳科

翻訳者養成コース
本科 ワークショップ

通訳者・翻訳者のための
中国語強化
クラスレベル

●入学までの流れ

❶

❷

❸

体験レッスンに
参加する

希望コースの
入学試験を受ける

クラス決定・
学費のお支払

希望者
のみ

開講

●入学試験
いずれのコースをご希望の場合も入学試験の受験が必要です。筆記試験と面接試験により、総合的に受講レベルを
判定しクラスをご案内します。
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中国語

ニーズに応えられる質の高い通訳者を養成

通訳者養成コース

授業時間：2時間×18回

日本語・中国語ネイティブの通訳者による指導で、通訳スキルの基礎を固め、現場で求められる
高い逐次・同時通訳技術を習得します。

レベルとクラス構成

入学試験の結果に応じて入学クラスをご案内。
1年間の受講後、
進級判定の結果によって次期のクラスが決定します。

入学の目安：HSK 5級～/日本語能力試験 N1

同時通訳科
日本語・中国語母語クラス
クラスレベル

本科 Ⅰ
・
Ⅱ
日本語・中国語母語クラス

基礎科
日本語母語クラス
入学試験…P.17

基礎的な逐次通訳技術の習得

進級判定…P.27

・受講対象：日本語が母語の方
・講師：日本人通訳者、中国人通訳者
・教材：オリジナル教材

基礎科

達 成目標
◉

話者の意図することを概ね理解でき、
中国語の構文や文法に
大きなミスなくその場に合った表現で訳出できる

◉ 日本語、
中国語ともに正確で聞きやすい発音・発声ができる

目標レベル アテンド通訳

テーマ
社交上の挨拶、案内、観光アテンド、
レクチャー通訳、司会進行、式辞通訳など、
アテンド通訳者に求められるさま
ざまな通訳現場を想定し、各分野で求められる知識、柔軟な表現力、逐次通訳技術を学ぶ
訓練内容
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・シャドーイング
・
リプロダクション
・サイト
・
トランスレーション ・パラフレーズ、
要約

・逐次通訳訓練 など

・受講対象：日本語または中国語が母語の方

本科 Ⅰ
・Ⅱ

・講師：日本人通訳者、中国人通訳者
・教材：オリジナル教材、生スピーチ教材など

◉

幅広い分野の知識を学びながら逐次通訳技術を習得

◉

現場で求められる通訳者としての資質やマナーを身につける

本科Ⅰ

本科 Ⅱ
授業内容

政治・経済・外交・技術などの高度な専門知識や用語を
学び、訓練を通して逐次通訳のための基礎を固める

実践的かつ高度な教材を用いた通訳演習を通して、
日中
交流の場や会議、
インタビュー、講演会、
レクチャーなどの
通訳ができる逐次通訳能力の習得をめざす

※母語によるクラス分け

※日本語/中国語が母語の方の合同クラス

・
リテンション
・パラフレーズ、
要約
・サイト
・
トランスレーション など

同時通訳技術の習得をめざす

同時通訳科

・教材：生スピーチ教材

達 成目標
広範な知識と同時通訳スキルの習得

◉ リモート通訳含め同時通訳機材の基本操作を身につける

目標レベル 会議通訳（逐次・同時）

国際交流やビジネスの現場での通訳を想定したスピーチ、
討論、
インタビュー、
会見などの同時通訳訓練を行い、
会議通訳者として通用する通訳技術と広範な知識の習得をめざす
※日本語/中国語が母語の方の合同クラス

訓練内容

・逐次通訳演習

・同時通訳演習

・サイト
・
トランスレーション

インターネット講座

テーマ

中国語 キャリアサポート

◉

中国語 翻 訳者養成・中国語強化

・受講対象：日本語または中国語が母語の方
・講師：日本人通訳者、中国人通訳者

中国語 通 訳 者 養 成

訓練内容
本科Ⅰの基礎訓練をふまえ、事前原稿がある場合とない
場合や自由討論など、
さまざまな場面を想定した逐次通訳
演習

英 語 キャリアサポート

授業 内 容

英 語 英語強化

目標レベル 随行、商談、
レクチャー、会議などの逐次通訳

英 語 翻訳者養成

達 成目標

訓練内容
・シャドーイング
・
リプロダクション
・ノート
・テイキング
・逐次通訳演習

英 語 通訳者養成

専門知識の習得と高度な逐次通訳技術の完成
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中国語

日中双方向の翻訳スキルを段階的に指導

翻訳者養成コース

授業時間：2時間×18回

演習を通して専門知識のリサーチ力と表現力を高め、
日本語と中国語の両言語を双方向から
的確に翻訳する力を身につけます。

レベルとクラス構成

入学試験の結果に応じて入学クラスをご案内。
約半年間の受講後、
進級判定の結果によって次期のクラスが決定します。

入学の目安：HSK 5級～/日本語能力試験 N1～

クラスレベル

ワークショップ
日本語・中国語母語クラス

本科
日本語・中国語母語クラス
入学試験…P.17

実務翻訳スキルと的確なリサーチ力の習得

進級判定…P.27

・受講対象：日本語または中国語が母語の方
・講師：日本人翻訳者、中国人翻訳者
・言語方向：日⇔中

本科

達 成目標
◉ 自身の訳文を客観的に検証できる
◉

実務翻訳の基礎とリサーチスキルの習得

◉

文法ミスや誤訳なく正確な翻訳ができる

テーマ
さまざまな分野の実務翻訳演習を通じ、
リサーチ力と的確でより高度な表現力を習得。
自身の翻訳文に対する
客観的な推敲・検証・修正というプロセスを適切にこなせる力を養う
※母語によるクラス分け

授業内容
教材
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・課題の訳文発表、
講評、
検討、
検証
・個別の質疑応答

オリジナル教材

提出課題

・時事教材などのサイト
・
トランスレーション など

翻訳課題、
リライト課題

・受講対象：日本語または中国語が母語の方

ワークショップ

・講師：日本人翻訳者、中国人翻訳者
・言語方向：日⇔中

◉行
 間の意味や文章の背景知識をふまえた深い原文理解
◉ 専門性の高い文章の翻訳にも対応できる
◉ 翻訳エージェントのトライアル合格レベル
（外国語から母語

英 語 翻訳者養成

達 成目標

英 語 通訳者養成

クライアントに評価される翻訳をめざす

への翻訳）

実務翻訳でニーズの高い分野の知識とリサーチ力を身につける。原文から翻訳するうえで必要な情報を読み
取り、
クライアントに評価される翻訳文作成スキルを学ぶ

英 語 英語強化

テーマ

※日本語/中国語が母語の方の合同クラス

教材

・課題の訳文発表、
講評、
検討、
検証
・サイト
・
トランスレーション

オリジナル教材

提出課題

・翻訳ツールやマーケットに関わるリサーチ発表
・個別の質疑応答 など

翻訳課題、
リライト課題

通訳・翻訳の訓練法をまじえて高度な中国語運用力を養成

授業時間：2時間×18回

中国語 通 訳 者 養 成

通訳者・翻訳者のための
中国語強化

・受講対象：日本語が母語の方
・講師：中国人講師
・教材：オリジナル教材
・課題：リーディング、
ライティングなど

英 語 キャリアサポート

授業内容

達 成目標
◉ 翻訳に必要な読解力を習得
◉ ビジネス

レベルのライティングスキルを習得
◉デ
 ィスカッションで自身の意見を論理的に述べられる
◉ 人前でプレゼンテーションができる

“听”
と
“说”

“读”
と
“写”

速く正しく読むことを意識しながら、指定のテーマや
キーワードを用いてライティングの練習を行う

演習例
・中国語ニュースを題材としたワークシートを使い、要約、
パラフレージング、
ディスカッションなどの練習で理解力を
深める
・新 聞などからニューストピックを選択し、内容について中国
語でプレゼンテーションとディスカッションを行う

演習例
最新トピックに関する記事を読み、指定のテーマについて
ライティングを行う。講師がそれを添削・講評する

学習効果
・論理的な会話の展開や効果的な表現方法を習得
・発音を含めたスピーキング力を向上させる

学習効果
・文法や構文力の強化
・時事トピックや中国の社会、
文化に対する理解を深める

インターネット講座

中国語を聞いて情報を理解し、その情報に基づき
スピーキングや発音練習を行う

中国語 キャリアサポート

“听”
と
“说”
“
、读”
と
“写”
を効率よく組み合わせたトレーニング

中国語 翻 訳者養成・中国語強化

◉ 通訳に必要なリスニングスキルを習得

21

中国語

修了生のメッセージ
サイマル・アカデミーを修了し、
プロとして活躍している修了生の声をご紹介します。

通訳者養成コース修了生
想定外の単語にも対応できたとき、
「サイマルで
学んでいてよかった」
と胸をなでおろすことがあります。
知人の勧めがきっかけで、通訳の仕事に興味を持ちました。体験レッスンで授業の内
容や参加していた生徒のレベルの高さに魅力を感じたこと、
またサイマルに通っていた
知人から
「大変厳しいが良い学校だった」
と聞いていたことから、入学を決めました。

内田 貴恵さん
大学の第二言語として初めて中国語に触れ
る。
その後中国に興味を持ち、
中国・大連に一
年間語学留学へ。大学卒業後2年ほど営業
職を経験した後、
サイマル・アカデミー中国語
通訳者養成コースへ入学。
中国企業で社内
通訳として働きながら通学し、
2018年に同コー
スを修了。
現在はフリーランスとして活動中。

修了後は会議や商談、国際交流事業に関する随行通訳などのお仕事をいただくこと
が多いです。
オンライン会議ツールを使った自宅でのリモート通訳や、同時通訳専用シ
ステムを使った通訳、顧客先でのテレビ会議通訳も増えてきました。正式な場面での
言い回しや時事関連の単語などは、授業で叩き込んでいたことが現場で活きており、
想定外の単語にも対応できたときは「サイマルで学んでいてよかった」
と胸をなでおろ
すことがあります。
得意分野であるIT通信の通訳に今後も携わっていくこと、
また、一つ一つの仕事を丁
寧にこなしながら経験を積み重ね、
日本語と中国語ともにより分かりやすく明確な訳出
ができる通訳者になることが、今の目標です。
中国語 通訳者養成コース…P.18

サイマル・グループのキャリアサポート…P.24

翻訳者養成コース修了生
原文に忠実でありながら自然な日本語や中国語に訳す
学習が、実務に活かせています。
社内で通訳や翻訳の経験はありましたが、
自己流だったためリサーチの仕方や適切
な表現の選び方に自信が持てないことがありました。体系的に勉強したいという思い
があり、知名度の高いサイマルに入学しました。
原文に忠実でありながら自然な日本語や中国語に訳す学習は、
その後の実務に活か
されています。
たとえば、原文の表現に引きずられて、意味は分かるもののぎこちない
訳文になってしまうことがありますが、発想の転換で「中国語を知らない日本人の目」
と
「日本語を知らない中国人の目」を意識することで、原文の言葉の変換にとどまらず自
然な表現になるよう心掛けています。
印象深い仕事は、
中国のニュース記事の翻訳です。医療現場の最新技術や遺跡の
発掘など、
さまざまな業界の新しい情報に触れ、世界が広がったような気がしました。
本来は一生使うことのない言葉や、一生知ることのない世界に触れられることは、翻訳
の大きな魅力の一つだと思います。今後は翻訳だけでなく通訳の仕事も続け、両方の
スキルをさらに向上させていきたいです。
中国語 翻訳者養成コース…P.20

大脇 小百合さん
大学の第二外国語の授業で初めて中国語
に出会い、卒業後は中国・西安へ。2年間の
語学留学を経て、西安外国語学院と北京
科技大学で日本語教師を務める。帰国後、
中国国営企業の日本法人に入社。社内通
訳・翻訳、
中国国家規格セミナー通訳、各種
視察団のアテンド通訳などを12年間勤める。
2018年にサイマル・アカデミー中国語翻訳者
養成コースに入学。翌年修了し、
サイマル・イ
ンターナショナルの翻訳者に登録。現在はフ
リーランスとして活動中。

サイマル・グループのキャリアサポート…P.24

修了生メッセージ

＼Webサイトにてほかの修了生メッセージと講師紹介を掲載中／
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講師紹介

中国語

講師のメッセージ
各コースで指導する講師陣のメッセージをご紹介します。

通訳者養成コース講師
通訳者は、言葉のプロでもあり、
コミュニケーションの
プロでもあります。
サイマル独自のプログラムで、
通訳者としての専門技術を養成します。

大森 喜久恵先生
東京都生まれ。高校、大学時代を中国で過ご
す。帰国後サイマル・アカデミーで通訳訓練を受
ける。
フリーの会議通訳者。首脳、閣僚会合な
ど政治経済分野を中心に活動。1989年から同
時通訳。放送通訳者としても活躍。

通訳者は、人と人とのコミュニケーションの橋渡しを
する
“コミュニケーター”
。言葉の学習はもちろん、
さま
ざまな技能を身につけていかなければなりません。
それにはまず、相手の言ったことをしっかり聞き取り、
話の内容を的確に把握すること。
その技術を身につ
けるため、中国語や日本語を聞いて、それをすぐに
再現できる訓練や現場でのメモの取り方の訓練な
どを行います。
また、つい忘れがちになるのが母語の大切さ。意志
の疎通を手助けするプロとして、
より分かりやすく、
よ
り正確にコミュニケーションするために、母語の表現

力を身につけることが重要です。
そして判断力や瞬
発力を鍛えること。通訳は現場での臨機応変な対
応が要求されます。サイマルでは、その力を高める
ために、単に講義を聞くのではなく自分で取り組み、
結果を出すための実践的なプログラムが用意され
ています。
通訳者になるためには、特殊な才能が必要だと思っ
ている方が多いようですが、必要なのは、
日々の努力
と
「人が好き、
コミュニケーションが好き」
という情熱。
この二つさえ持ち合わせていれば、夢を現実にでき
る日がきっとやってきます。

翻訳者養成コース講師
本気で翻訳者をめざす方を、
プロ養成を目標とした
妥協のない講義指導とアクティブな翻訳学習を促す
添削指導で強力にサポートします。
翻訳者養成コースの最大の特長は、実務翻訳に特
化した、
プロ養成のための妥協のない徹底指導に
あります。実務翻訳は、翻訳市場の約9割を占めて
いると言われる分野です。本コースはこの翻訳市場
を常に意識し、使用教材は、市場の分析とニーズの
把握を最優先に考慮して作成・選定を行なっていま
す。
本科、
ワークショップともに「一人前の翻訳者を養成
する」
という指導方針のもと、
きわめて実践的な指導
を実施しています。その実践的な指導の核となるの

は添削です。サイマルの添削は、受講者の間違い
を指摘し、正しい訳を教えるためのものではありませ
ん。訳文およびリサーチを含む翻訳の全プロセスに
ついて、受講生にさらなる検討を促し、
ヒントを提示
し、
より深く考えるきっかけを与えることが目的です。
課題を翻訳し、添削から学び、同じ目標を持つクラス
メートと切磋琢磨し、教室での講義や討論を経て、
再度翻訳を完成させる。決して楽な道のりではあり
ませんが、確実にプロ翻訳者に近づくためのお手伝
いをします。

髙田 裕子先生
静岡県生まれ。
商社勤務を経て、
中国語通訳・
翻訳業に従事。サイマル・アカデミー講師。桜美
林大学非常勤講師、
法政大学兼任講師。
ブログ
『 高田先生の中国語お悩み相談室 』更新中。
主な著書に『日中中日通訳トレーニングブック』
『日中中日翻訳トレーニングブック』
『中国語発
音マスター』
（いずれも大修館書店）
など。

通訳者・翻訳者のための中国語強化講師
“听“
”说“
”读“
”写”
の総合的な
スキルアップをはかる独自のカリキュラムで、
本気でプロをめざす方々を応援します。

毛 燕先生
中国北京市生まれ。対外経済貿易大学卒業後
中国対外経済貿易部（現商務部）
に勤務。来日
後、社内通訳翻訳業務に従事した後、
フリーラ
ンスの通訳・翻訳者として現在に至る。

「通訳者・翻訳者のための中国語強化」では、
プロを
めざす方のために、現役通訳者・翻訳者が直接指
導を行います。通訳者の視点から選定した中国お
よび世界の政治・経済・環境など、
さまざまな分野の
ニュースを基に、受講生のレベルに合わせて教材を
作成しています。
“听”
“说”
“读”
“写”
の総合的なスキ
ルアップをはかる独自のカリキュラムを用意して、皆さ
んの中国語力をプロで通用するレベルに引き上げて
いきます。
通訳者にとって最も大切なのはリスニング
“听”
とス
ピーキング
“说”
です。
日本にいながらにして、完全な

中国語ワールドで学んでいただくべく、授業では学
習上の指示や文法説明まで、すべて中国語で行い
ます。
自然なスピードの活きた中国語を聞き、各種の
時事トピックに対応し、要点を押さえ理解するリスニ
ング力、
テーマに関して自分の考えをまとめ表現する
スピーチ、
ディスカッションの力も養成します。
翻訳者にとっては、
“读”
で中国語の文章を理解する
力を養い、
そのトピックについて書く力
“写”
で表現力
や文法、文の構成力を定着させます。全方位的に中
国語を学び、
中国語的な発想や表現などを身につけ
て、
プロという夢を実現させる日を一緒に迎えましょう。
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中国語

サイマル・グループの
キャリアサポート
サイマル・アカデミー
通訳者・翻訳者養成校

エージェント直下のスクールである強み
を活かし、受講生一人ひとりの経験・
スキルと今後のキャリアプランに合わ

（株）サイマル・ビジネス
コミュニケーションズ

（株）サイマル・
インターナショナル

人材派遣・紹介会社

せて、修了後はもちろん、在籍中から
キャリアサポートを行なっています。

通訳・翻訳エージェント

語学力を活かした仕事から社内通訳者・翻訳者、
フリーランス通訳者・翻訳者をめざす
フリーランス通訳者＊
として逐次通訳、
同時通訳に対応

通訳

翻訳

案件例

フリーランス翻訳者・
チェッカー＊

国際会議／記者会見／

トップ付の
社内通訳・翻訳者

研修・セミナー／商談／
社内会議／随行・視察／

分野例

展示会 ほか

政治・経済／金融／財務・会計／

通訳形式 同時通訳／
ウィスパリング／

エネルギー／IT／医薬・医学／
医療機器関連 ほか

逐次通訳

同時通訳科

社内外会議全般

社内通訳・翻訳者
本科Ⅱ

単発で通訳の
仕事を経験

会 議 例 役員会議／
経営会議などの

通訳形式 逐次通訳

業務例

会議通訳Ⅱ

商談会・展示会での

社内翻訳者

ブースアテンド通訳／
工場見学・視察時の逐次通訳／

役員向け経営会議資料／

来日外国人アテンド ほか

ワーク
ショップ

会 議 例 部門付・プロジェクト付
などの社内会議

＊フリーランス翻訳者・チェッカー：ワーク
ショップを優秀な成績で修了した方に登
録の機会を提供

プレスリリース／Webサイト／
契約書／技術文書／
プレゼン資料など社内資料全般

＊フリーランス：同時通訳科を優秀な
成績で修了した方に登録の機会を提供

本科Ⅰ

通訳・翻訳業務を
含むお仕事
翻訳業務を含むお仕事

アシスタント／

本科

中国語を使う事務 ほか

中国語通訳
コース

ローカライズ／翻訳チェッカー／
アシスタント ほか

基礎科

サイマル・ビジネス
コミュニケーションズ
（SBC）

サイマル・インターナショナル

中国語翻訳
コース

※SBC登録基準：通訳・翻訳の実務経験、
または専門訓練経験をお持ちの方

サイマル・ビジネス
コミュニケーションズ
（SBC）
※SBC登録基準：通訳・翻訳の実務経験、
または専門訓練経験をお持ちの方

在籍中のキャリアカウンセリング・登録相談について
サイマル・グループの採用担当者が同席し、
キャリアプランのご相談や登録を承ります。
対象：サイマル・アカデミー受講生（全コース・レベル）
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サイマル・インターナショナル

英 語 通訳者養成

インターネット講座
インターネット上でレッスン動画を視聴するセルフスタディ型講座。
通訳者・翻訳者養成校のノウハウを20以上の講座から学べます。

講座を一部ピックアップしてご紹介します。

すべての講座の詳細サンプル動画はこちら

「通訳者が教える
英語力アップ講座 上級」

「日英翻訳基礎講座」
「英日実務翻訳講座」
英 語 英語強化

■ 全10回
（課題1回付）／受講期間：約6か月

■ 全10回
（課題添削3回付）／受講期間：約6か月

「日英医薬翻訳

上級」

■ 全3回
（課題1回付）／受講期間：約3か月

■ 3部構成／受講期間：30日間

「英語で学ぶ
財務諸表入門」
■ 4部構成／受講期間：30日間

［ 受講までの流れ ］動画を参考にお選びください。お申込後すぐに受講を始めることができます。

中国語 通 訳 者 養 成

「通訳のための
ノート
・テイキング」

英 語 キャリアサポート

「基礎からはじめる
通訳トレーニング
̶通訳訓練法と実践演習̶」
■ 全10回
（課題添削2回付）／受講期間：約6か月

英 語 翻訳者養成

［ 講座例 ］

レベルチェックなどのテストは不要で、
どなたでも受講可能です。対象レベルやサンプル

❶ ユーザー登録

❷ 講座申込・お支払

❸ 受講スタート

翻訳者登録推薦制度

※翻訳者登録には別途審査があります。

●対象講座
日英翻訳基礎講座／英日実務翻訳講座
日英医薬翻訳 上級／日英ディスクロージャー翻訳講座

インターネット講座を受講後、サイマル・アカデミーの通
学制コースを初めて受講する方にギフト券をプレゼント。
「講師から直接指導を受けたい」
「クラスメイトと切磋
琢磨して勉強したい」方を応援します。

再受講特典

インターネット講座

受講後の修了テストの評価が高かった方を対象に、
（株）サイマル・インターナショナルへの登録推薦制度が
あります。

通学応援キャンペーン

中国語 キャリアサポート

［ キャリアサポート、各種特典 ］

中国語 翻 訳者養成・中国語強化

詳細はこちら

過去に受講した講座と同じ講座をもう一度お申込いた
だいた方を対象に、
ギフト券をプレゼント。
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年間スケジュール
［ 開講期間 ］
4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

4月レギュラーコース

11月

12月

1月

2月

3月

4月

10月レギュラーコース
夏期
短期プログラム

春期
短期プログラム

インターネット講座
プロ向け実践ワークショップ
（不定期開催）

短期プログラム
短期間で実力アップしたい方はもちろん、弱点克服をめざす方にもおすすめのクラスをご用意しています。
また、
レギュラーコース受講前のウォームアップとしても最適です。
【英

実施例

語】通訳トライアル、
通訳のためのリテンション&ノート
・テイキング、
翻訳入門、
Improving Fluency、
文法・構文から学ぶリーディング など

【中国語】逐次通訳強化、
通訳者のための中国語リスニング強化、
プロ翻訳者に学ぶ翻訳の基礎、
短期中国語強化 など

実践ワークショップ
現役通訳者・翻訳者の方や通訳・翻訳の学習経験のある方を対象に、実践力を磨くワークショップを不定期開催
しています。業界の第一線で活躍中の通訳者・翻訳者である講師から、最先端の話題や現場で求められる
高い技術力について学ぶことができます。
【英

実施例

●

語】IR通訳ワークショップ、
医薬通訳ワークショップ、
ディスクロージャー翻訳ワークショップ、
翻訳者もてこずる英文、
翻訳チェッカー講座 など

【中国語】
日⇔中同時通訳ワークショップ、
日中オンライン通訳実践ワークショップ、
日⇔中実務翻訳2日間集中ワークショップ など

通訳者・翻訳者登録推薦制度
ワークショップ終了後、
講師推薦があった方を対象に
（株）
サイマル・インターナショナルへの通訳者・翻訳者登録推薦制度があります。

［ 受講のすすめ ］

サイマル・アカデミーが提供するプログラムのおすすめの受講の仕方をご紹介します。

● 通訳・翻訳の基礎をおさえてから実践的な学習にのぞむ

短期プログラム

レギュラーコース

インターネット講座

● レギュラーコース修了後、

さらなるスキルアップをめざす

レギュラーコース

● レギュラーコースを受講しながら弱点補強

レギュラーコース
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＋

短期プログラム
インターネット講座

実践ワークショップ

よくあるご質問

その他のよくあるご質問に
ついては、
ウェブサイトを
ご覧ください

Q.1 どのような方が受講していますか？
社会人を中心に、大学生からシニアの方まで幅広い世代の方が受講しています。
Q.2 どのような講師がクラスを担当しますか？
通訳者養成コース・翻訳者養成コースでは、第一線で活躍する現役のプロ通訳者・翻訳者が指導します。
なお、翻訳者養成コースの日英クラスはすべて英語ネイティブ翻訳者です。
また、英語強化コースでは
TESOLやTEFL、
もしくはそれと同等の資格を取得した英語ネイティブ講師が担当します。
Q.3 授業は見学できますか？
授業の見学は実施しておりませんが、開講前に実際の授業同様に行う体験レッスンがあります。※レギュラーコースのみ
Q.4 入学は随時できますか？
レギュラーコースは4月と10月、短期プログラムは8月と2月が開講時期です。
なお、動画視聴しながらご自身のペースで学習できる
「インターネット講座」は随時お申込可能です。
●開講スケジュール・
・
・P.26

●インターネット講座・
・
・P.25

Q.5 学期途中で受講できなくなった場合はどうなりますか？
中途解約が可能です。詳細は「クラス結果のご案内」に同封の「契約書面」をご確認ください。
Q.6 年齢制限はありますか？
お申し込みは、高校卒業以上、
もしくは19歳以上とさせていただきます。
Q.7 進級は何を基準に判断されますか？
出席率、課題、
テストの成績、
クラス内でのパフォーマンスなどを総合的に評価し判定します。
Q.8 受講期間中、学習上の問題や疑問などが生じた場合は相談可能ですか？
各クラスの担当講師がクラスアドバイザーとして一人ひとりの力を総合的に把握し指導にあたります。
また、学期末などにガイダンスを実施し、今までの学習成果や今後の学習方針などについて受講生に
アドバイスを行う機会もあります。
Q.9 通訳や翻訳の仕事は紹介してもらえますか？
在籍クラスに応じてご案内しています。通訳者養成コースでは、通訳コースまたは会議通訳コースを修了後、
成績優秀な方にフリーランス通訳者への登録推薦があります。翻訳者養成コースでは、産業翻訳本科以上に在籍中
からOJT制度があるほか、成績優秀な方は産業翻訳プロ科修了後に翻訳者登録の機会があります。
また、通訳・翻訳とも、在籍中から人材派遣登録が可能です（一定期間、登録時の英語テスト免除）。
●キャリアサポート
・
・P.14（英語）、P.24（中国語）、P.25（インターネット講座）

Q.10 履修証や修了証の発行は可能ですか？
約半年間の受講期間を終えた後
（中国語 通訳コースは1年間）
、
すべてのクラスを対象に履修証の発行が可能です
（インターネット講座も含む）
。
なお、
以下のクラスを修了された方には、
デジタル修了証「オープンバッジ」
を発行いたします。
対象コース：
【英語】通訳者養成コース 通訳Ⅳ修了生、会議通訳Ⅱ修了生
【中国語】通訳者養成コース 同時通訳科修了生
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サイマル・アカデミー東京校
〒104-0061
東京都中央区銀座7-16-12 G-7ビルディング4F
TEL 03-6226-3120

FAX 03-6226-3331

https://www.simulacademy.com/
都営大江戸線「築地市場駅」A3出口 徒歩3分
日比谷線「東銀座駅」6番出口 徒歩5分
都営浅草線「東銀座駅」6番出口 徒歩5分
銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」
より徒歩10分
山手線・東海道線・ゆりかもめ「新橋駅」
より徒歩12分

