
Ver.1

ＩＳＳの在校生・復学生の方は、
●短期集中コース【2022サマー】の受講料が10％OFF！

●レギュラーコース受講中の方および過去に受講していた方が対象となります。
●弱点補強のため、レギュラーコースと並行して短期集中コースのクラスを受講される方も
多くいらっしゃいます。

今回の短期集中コース【2022サマー】を受講された方が
「2022年10月レギュラーコース」を受講される場合、
●入学金（通常33,000円）全額免除！
●レベルチェックテスト 受験料無料！

●英語翻訳・中国語翻訳の中には、2022年10月レギュラーコースに
レベルチェックテスト不要で入学できる特典（無試験入学特典）がある
クラスもあります（詳細はお問い合わせください）。

短期集中コース【2022サマー】で2つ以上のクラスを受講される場合、
●2つ目以降の受講料が10％OFF！（※新規生の方が対象）

夏期休館：2022年8月11日（木・祝）～ 2022年8月17日（水）

第一弾
6月・7月開講

短期集中コース【2022サマー】

通訳・翻訳訓練が初めての方から、訓練中の方、
そしてお仕事で通訳・翻訳をされている方まで
幅広く受講いただけるクラスをご用意。１日から受講できます！

短期集中コース

の特徴

英 語 中 国 語 のご案内

通訳者・翻訳者・ビジネスコミュニケーション力養成スクール

アイ・エス・エス・インスティテュート

ポイントを絞っ
て効率的なスキ
ルアップ が可能

最短１日、
2,619円から
受講可能

翻訳クラスは
動画配信での
受講も可能

東京校 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-1-1 麹町311ビル4F（日・月・祝日休館）
横浜校 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15 横浜STビル8F（月・火・祝日休館）

入学金不要（受講料のみでＯＫ！）

入学時レベルチェックテスト不要

全クラス、オンライン開講

受講特典

お問い合わせは 03-3265-7103

詳細・お申し込みはWebサイトにて www.issnet.co.jp
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◆ はじめての通訳訓練
通訳者になりたいという夢や通訳訓練に興味をお持ちの方、海外の方との英語コミュニケーションをさらに上達させたい方に
最適な短期体験型のクラス。基礎通訳訓練（シャドウイング、リプロダクション）から英→日・日→英の逐次通訳まで、通訳
訓練のエッセンスをトータルに実習します。この機会にぜひ、通訳訓練を始めてみませんか？
（注）過去にこのクラスを受講された方は、ご相談ください。
※P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。

【対象レベル】通訳訓練経験のない方 TOEIC®800点以上 【レギュラーコース相当レベル】本科1～本科2 【定員】12名

場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・時間 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

オンライン 6/22・29・7/6・13・
20・27 水 10:30-12:00 全6回・計9時間

西山より子
（英語通訳者/翻訳者養成コース担

当講師）
¥38,610 ¥34,749

オンライン

◆ ビジネス通訳入門
将来社内通訳者として活躍したいとお考えの方、通訳訓練経験はないが、すでに仕事で通訳をしなければいけない状況に置か
れている方におすすめの短期体験型のクラス。ビジネスシーンに特化した内容で、シャドウイング等の基礎通訳訓練から英→
日・日→英の逐次通訳まで、通訳訓練のエッセンスをトータルに実習します。この機会にぜひ、通訳訓練を始めてみません
か？
（注）過去にこのクラスを受講された方は、ご相談ください。
※P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。

【対象レベル】通訳訓練経験のない方 TOEIC®800点以上 【レギュラーコース相当レベル】本科1～本科2 【定員】12名

場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・時間 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

オンライン 6/19・26・7/3・10 日 10:15-12:15 全4回・計8時間 片山英明
（英語通訳者養成コース担当講師） ¥35,200 ¥31,680 

オンライン

◆ 【日野峰子先生が伝授】
通訳経験者のための“訳出品質が変わる”情報分析力向上講座（オンデマンド動画配信）
動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料

（在校生・復学生）

1ヶ月 1時間15分 日野峰子
（英語通訳者養成コース顧問） ¥8,360 ¥7,524

eラーニング

◆ 【日野峰子先生が伝授】“伸び悩み解消”基礎通訳訓練（オンデマンド動画配信）

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 50分 日野峰子
（英語通訳者養成コース顧問） ¥8,360 ¥7,524

eラーニング

◆ 通訳者の日本語ノートテイキング（オンデマンド動画配信） eラーニング

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 初中級者編 1時間20分
/ 上級者編 1時間10分

徳久圭
（中国語通訳者養成コース担当講師） ¥8,800 ¥7,920

◆ IT通訳入門（オンデマンド動画配信） eラーニング

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 53分 和田泰治（英語通訳者養成コース講師、フリーランス会議通訳者） ¥3,300 ¥2,970

◆ IT通訳の最新トレンドとキーワード（オンデマンド動画配信） eラーニング

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 1時間23分 和田泰治（英語通訳者養成コース講師、フリーランス会議通訳者） ¥4,950 ¥4,455

◆ 通訳攻略法：経営会議、決算発表、株主総会の通訳と知識
（オンデマンド動画配信） eラーニング

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 56分 和田泰治（英語通訳者養成コース講師、フリーランス会議通訳者） ¥3,850 ¥3,465

※受講料は全て、消費税・教材費込み英 語 【通 訳】
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・課題は、当校指定のMicrosoft Word 書式にて作成されたものを、受講ページの課題提出機能を使ってご提出いただきます。提出方法の詳細は、開講
前にご案内いたします。
・ご提出いただいた課題訳文は、授業内でクラスメートと共有いたします。

課題訳文提出があるクラスご受講に際してのご注意

シリーズ 場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・
時間 講師名 受講料 受講料

（在校生・復学生）

シリーズ1 オンライン/
動画配信 7/2・9・16・23 土 16:00-18:00 全4回・

計8時間 山口朋子
（英語翻訳者養成コース

担当講師）

¥33,000 ¥29,700

シリーズ2 オンライン/
動画配信

7/30・8/6・20・27 
（8/13は休講） 土 16:00-18:00 全4回・

計8時間 ¥33,000 ¥29,700

◆ 【通訳力・翻訳力アップ】ハイレベル英文法集中講義
通訳・翻訳のプロの世界では文法・構文といった基礎力の差が結果となって現れます。しかし、一人ではなかなか継続学習が
困難な英文法。ISSインスティテュートがペースメーカーとなって、地道な基礎固めを後押しします。授業は文法項目にあわ
せて作成された課題を翻訳し、講師が訳文を添削、授業で講評をいたします。授業の後半に行う文法事項の解説によりスキル
の定着をめざします。通訳力強化、翻訳力強化のいずれにも効果があります。英語教授法資格（TESOL）をもつ山口朋子先生
と一緒に完璧な英語をめざしましょう。当校レギュラーコースの「本科2（通訳コース）」「基礎科2（翻訳コース）」レベル
に相当するクラスです。
※【2022サマー】第2弾で、本クラスのシリーズ３（9/3～）の開講を予定しています。あわせてご受講いただくことで理解

が深まります。
【クラスで取り上げるおもな文法項目】
＜シリーズ1＞ 名詞と冠詞／無生物主語の処理・名詞の訳し方／主語と動詞の一致・主部と述部の関連性
＜シリーズ2＞ 関係詞／副詞的語句、強調・倒置・省略構文／態（能動態、受動態）
＜シリーズ3＞ 時制と相／接続詞／助動詞と関連句
この講座はシリーズ１～３で構成されています。
※このクラスは開講前の事前課題はございません。初回授業で配布いたします。
※P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。
※オンラインクラスの開催日時にご都合が合わない方は、翌日から10日間、授業動画を受講ページでご視聴いただけます。
※受講ページの授業動画は受講者全員がご視聴いただけます。復習や欠席された際の補講用としてご利用ください。
（注）過去にこのクラスを受講された方は、同じ教材となりますのでご相談ください。
【受講特典あり】
受講終了後、一定の基準を満たした方は、『無試験』で2022年[秋期]10月レギュラーコースの英語翻訳者養成コースにご入
学いただけます。
【W受講特典】
２つ以上の複数シリーズのお申し込みで受講料がお得になります（新規生の方が対象）。

【対象レベル】TOEIC®800点以上
【レギュラーコース相当レベル】英語翻訳コース：基礎科2以上、英語通訳コース：本科2以上 【定員】各シリーズ12名

◆ハイレベル英文法集中講義の構成◆
1シリーズあたり４回授業で3シリーズ完結。トータルでも各シリーズごとでも受講可能です。

オンライン

◆ Bobby Hirasawa（平澤 聡）先生の『超実践！IR通訳』ポイント解説
（オンデマンド動画配信） eラーニング

動画配信期間 クラス名：時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

6ヶ月 EC分野（BASE）編:48分
平澤聡

（Bobby Hirasawa)
<IR専業通訳者＞

¥9,900 ¥8,910
6ヶ月 サービス分野（日本M＆Aセンター）編:56分 ¥9,900 ¥8,910
6ヶ月 半導体分野（イビデン）編:55分 ¥9,900 ¥8,910

※オンラインクラスに参加しなくてもご受講いただけます。

英 語 【通 訳】 ※受講料は全て、消費税・教材費込み

英 語 【通訳・翻訳 共通】 ※受講料は全て、消費税・教材費込み
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英語翻訳者養成コース（課題訳文提出があるクラス）ご受講に際してのご注意

・課題は、当校指定のMicrosoft Word 書式にて作成されたものを、受講ページの課題提出機能を使ってご提出いただきます。提出方法の詳細は、開講
前にご案内いたします。受講開始前にP.7の推奨環境の対応OSをご確認いただき、ご自身のPC環境をお確かめください。
・ご提出いただいた課題訳文は、授業内でクラスメートと共有いたします。

◆ 医薬翻訳のための「基本から学ぶ、統計解析」（オンデマンド動画配信）
動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料

（在校生・復学生）

4ヶ月 6時間7分 津村建一郎
（英語翻訳者養成コース担当講師） ¥23,760 ¥21,384

eラーニング

◆ 特許翻訳実践講座 翻訳支援ツールおよび機械翻訳を用いた翻訳手法
NMT（Neural Machine Translation）の登場により産業翻訳業界が大きく変わろうとしています。このような状況の中、翻訳
支援ツールおよび機械翻訳を用いた翻訳手法が今注目を集めています。本コースは、これまで翻訳支援ツールや機械翻訳につ
いて興味はあるものの未だ触れたことのない方にとって、今後の本格導入に向けてのきっかけになるような内容になっており
ます。前半では「翻訳支援ツールとは」、「機械翻訳とは」を中心に解説いたします。後半では特許明細書を実際に翻訳する
ことで、翻訳支援ツールおよび機械翻訳を用いた翻訳手法の一連の流れを体験することができます。講師は、翻訳会社に勤務
し、業務として実際に翻訳支援ツールおよび機械翻訳を用いた翻訳手法を取り入れている現役の特許翻訳者です。特許翻訳の
経験者にとっても未経験者にとっても特許翻訳の『今』を体感いただけると思います。
※P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。
※オンラインクラスの開催日時にご都合が合わない方は、翌日から10日間、授業動画を受講ページでご視聴いただけます。
※受講ページの授業動画は受講者全員がご視聴いただけます。復習や欠席された際の補講用としてご利用ください。

【対象レベル】TOEIC®800点以上 【レギュラーコース相当レベル】基礎科2以上 【定員】12名

場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・時間 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

オンライン/
動画配信

7/7・14・28
（7/21は休講） 木 18:30-20:30 全3回・計6時間

渡部孝明
（特許翻訳者／

株式会社翻訳センター 特許営業部）
¥24,750 ¥22,275

オンライン

◆ 医薬翻訳のための「基本から学ぶ、免疫」（オンデマンド動画配信）

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

4ヶ月 6時間 津村建一郎
（英語翻訳者養成コース担当講師） ¥23,760 ¥21,384

eラーニング

※オンラインクラスに参加しなくてもご受講いただけます。

◆ ビジネス英訳入門（オンデマンド動画配信）
課題の割合 課題提出・添削回数 講師名 受講料 受講料

（在校生・復学生）

日→英 100％ 6回 目黒智之
（英語翻訳者養成コース担当講師） ¥49,500 ¥44,550

eラーニング

◆ 訳文品質アップの新アプローチ 翻訳チェッカートレーニング
（オンデマンド動画配信）
課題の割合 課題提出・添削回数 講師名 受講料 受講料

（在校生・復学生）

英→日チェック3問、
日→英チェック2問 1回 豊田実紗

（英語翻訳者養成コース担当講師） ¥15,400 ¥13,860

eラーニング

◆ MT（機械翻訳）を活用した翻訳実践講座（オンデマンド動画配信） eラーニング

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

2ヶ月 1時間26分 坂地笛子・西村健二
（株式会社翻訳センター コーポレートビジネス営業部） ¥13,200 ¥11,880

※受講料は全て、消費税・教材費込み英 語 【翻 訳】

NEW
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◆ 日⇔中通訳基本訓練
通訳者になりたいという夢や通訳訓練に興味をお持ちの方に最適な短期体験型のクラス。シャドウイング、リピーティング、パ
ラフレーズ等の訓練を通じ、日本語⇔中国語双方向の通訳基本技術の習得を目標とします。教材は実際の通訳場面で必ず出会う
「式辞挨拶」を使用し、単語→短文→長文と無理なく着実にステップアップできるため、通訳訓練が初めての方にも安心してご
受講いただけます。
※ P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。

【対象レベル】通訳訓練経験のない方 日本語母語者：中国語検定2級以上、HSK5級以上 中国語母語者：日本語の日常会話に不自由しない方
【レギュラーコース相当レベル】基礎科1 【定員】オンラインA:10名、オンラインB:12名

場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・時間 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

オンラインA 6/15・22・29・7/6・
13・20 水 19:30-21:00 全6回・

計9時間
近藤はる香/
顧蘭亭

（中国語通訳者養成コース担当講師）
¥33,000 ¥29,700

オンラインB 6/18・25・7/2・9・
16・23 土 13:30-15:30 全6回・

計12時間
近藤はる香/
顧蘭亭

（中国語通訳者養成コース担当講師）
¥44,000 ¥39,600

◆ 中国語 医療通訳士養成講座 入門科
厚生労働省指定の標準カリキュラムに準じた、日中医療通訳の入門クラスです。全6回12時間の学習・演習を通じ、基本的な
医療用語（病院医療現場で使われている言葉）、医学知識、医療通訳能力を身につけます。医学知識においては、基本解剖学
と生理学知識、および一般的な病気などについて解説します。また医療通訳の基本となる心構えや医療通訳と一般的な通訳の
違いを理解し、更に基本的な医療会話能力を高めることもめざします。
※確実に現場で対応できる実力をつけるために、ISSで医療通訳を学ぶ際には、経験者・未経験者を問わず必ず「入門科」⇒
「基礎科」の順番でご受講ください。
※ P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。

【対象レベル】通訳訓練経験のない方 日本語母語者：中国語検定2級以上、HSK5級以上 中国語母語者：日本語の日常会話に不自由しない方
【レギュラーコース相当レベル】基礎科1 【定員】8名

場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・時間 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

オンライン 6/18・25・7/2・9・
16・23 土 13:00-15:00 全6回・計12時間 藤上理奈

（医療通訳講師) ¥44,000 ¥39,600

オンライン

オンライン

◆ 中国語 医療通訳士養成講座 基礎科
中国語医療通訳士養成講座入門科を受講された方を対象としたクラスです。
本クラスでは、様々な診療科について更に医学知識を広げながら、難度の高い日本語⇔中国語の実践医療通訳演習を進めてい
きます。語学力を高め、より正確に訳出するスキルを習得し、資格試験に備えることをめざします。
※確実に現場で対応できる実力をつけるために、ISSで医療通訳を学ぶ際には、経験者・未経験者を問わず必ず「入門科」⇒
「基礎科」の順番でご受講ください。
※ P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。

【対象レベル】ISSで「中国語 医療通訳士養成講座 入門科」クラスを受講した方
日本語母語者：中国語検定2級以上、HSK5級以上 中国語母語者：日本語の日常会話に不自由しない方 【定員】8名

場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・時間 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

オンライン 6/18・25・7/2・9・
16・23 土 10:30-12:30 全6回・計12時間 藤上理奈

（医療通訳講師) ¥44,000 ¥39,600

オンライン

◆ 通訳のための中国語リスニング・理解力強化（初中級）（オンデマンド動画配信）
本クラスでは、通訳訓練で行うシャドウイング、リピーティングの手法を用いて、「聞きながら話す力」、そして「話の前後
関係や意味を理解しながら聞き取る力」を養成します。通訳訓練に必要とされる基礎的なリスニング力と理解力をしっかりと
身につけることめざします。
本クラスは講義編・実践編・練習編で構成されています。まずは講義編で中国語の聴き取り方と練習方法について理解を深め
ます。次の実践編では講師によるお手本が示されます。最後の練習編では、文字に頼らず、あくまで中国語音声を聞いて理解
する練習を繰り返して行います。音声を聞きながら、シャドウイング、リピーティング、ディクテーションを大量にこなして
いただきます。通訳を行うには素早い反応が必要なため、テンポよく練習を進めていけるような構成になっています。実際の
通訳現場で扱う場面が多い「政治」「貿易」「経済」「介護」「時事」各分野の教材をご用意しています。聞き取れるように
なるまで、ご自身のペースで何度でも音声を聞き練習を進めてください。繰り返し何度も練習を重ねることで、ご自身の上達
にも気づくはずです。
※通訳訓練未経験者におすすめです。〔当クラスは随時受講開始できます。〕
※訳出訓練は行いません。※ご入金が確認でき次第、3営業日以内に受講のご案内をお送りします。
※ P.7の注意事項・推奨環境を必ずご確認ください。

【対象レベル】通訳訓練をスタートできるレベルの中国語リスニング力を身につけたい方 中国語をより正確に聞き取りたい方
日本語母語者限定：中国語検定2級程度、HSK5級程度

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 5時間20分 張意意
（中国語通訳者養成コース、ビジネスコミュニケーションコース講師） ¥7,700 ¥6,930

eラーニング

※受講料は全て、消費税・教材費込み中 国 語 【通 訳】
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◆ 仕事にも役立つ！日⇔中翻訳入門
中国語と日本語の基礎は身についており、更なるレベルアップを図りたい。会社の業務で翻訳をやっているけれども、自己流
なのできちんと意味が伝わっているのか心配。翻訳に興味がある、将来翻訳者をめざしている。そんな皆さんにおすすめのク
ラスです。
語学学習の延長の翻訳から、書き手の意図がしっかりと伝わる翻訳への転換を図ります。意図を訳出するためには、単語の置
き換えではなく、原文を徹底的に読み込んだ上で、翻訳に取り掛かる必要があります。授業では商品説明文やビジネスレター
などの教材を用い、様々な実例を具体的に挙げて、原文の読解、構文の変換、訳語の選択・組み立て方から、訳文全体の品質
検証まで、翻訳プロセスの全体像を学びます。日⇒中/中⇒日双方向の訳出を扱います。
2022年[秋期]10月レギュラーコースから本格的に学習を始めることを考えられている方にもぜひおすすめです。
（課題の添削指導あり）
※このクラスは開講前の事前課題があります。
※ P.7の推奨環境・動作確認を必ずご確認ください。
※オンラインクラスの開催日時にご都合が合わない方は、翌日から10日間、授業動画を受講ページでご視聴いただけます。
※受講ページの授業動画は受講者全員がご視聴いただけます。復習や欠席された際の補講用としてご利用ください。

【受講特典あり】
受講終了後、一定の基準を満たした方は、『無試験』で2022年[秋期]10月レギュラーコースの中国語翻訳者養成コースにご入
学いただけます。

【対象レベル】翻訳訓練経験のない方 日本語母語者：中国語検定2級以上、HSK5級以上 中国語母語者：日本語の読み書きに不自由しない方
【レギュラーコース相当レベル】基礎科 【定員】12名

場所 受講期間 曜日 時間帯 回数・時間 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

オンライン/
動画配信

6/18・25・7/2・
9・16・23 土 13:15-15:15 全6回・計12時間 王浩智

（中国語翻訳者養成コース顧問） ¥44,000 ¥39,600

オンライン

中国語翻訳者養成コース（課題訳文提出があるクラス）ご受講に際してのご注意

・課題は、当校指定のMicrosoft Word 書式にて作成されたものを、受講ページの課題提出機能を使ってご提出いただきます。提出方法の詳細は、
開講前にご案内いたします。受講開始前にP.7の推奨環境の対応OSをご確認いただき、ご自身のPC環境をお確かめください。

※ご提出いただいた課題訳文は、授業内でクラスメートと共有いたします。繁体字の課題訳文にも対応いたします。
（課題は簡体字です）

※オンラインクラスに参加しなくてもご受講いただけます。

※P.2をご覧ください。

◆ 中⇒日通訳 ノートテイキングの方法（オンデマンド動画配信） eラーニング

◆ 通訳者の日本語ノートテイキング（オンデマンド動画配信） eラーニング

◆ 【日野峰子先生が伝授】
通訳経験者のための“訳出品質が変わる”情報分析力向上講座（オンデマンド動画配信）

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 1時間20分 徳久圭
（中国語通訳者養成コース顧問） ¥7,500 ¥6,750

※P.2をご覧ください。

eラーニング

◆ IT通訳入門（オンデマンド動画配信） eラーニング

◆ IT通訳の最新トレンドとキーワード（オンデマンド動画配信） eラーニング

◆ 通訳攻略法：経営会議、決算発表、株主総会の通訳と知識
（オンデマンド動画配信）

eラーニング

※P.2をご覧ください。

※P.2をご覧ください。

※P.2をご覧ください。

※受講料は全て、消費税・教材費込み中 国 語 【通 訳】

中 国 語 【翻 訳】 ※受講料は全て、消費税・教材費込み
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◆ 王先生の「日⇒中翻訳はじめの一歩」 （オンデマンド動画配信）

◆ 望月先生の「中⇒日翻訳はじめの一歩」 （オンデマンド動画配信）

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 3時間 王浩智
（中国語翻訳者養成コース顧問） ¥9,219 ¥8,296

動画配信期間 時間数 課題提出・添削回数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 3時間 1回 望月暢子
（中国語翻訳者養成コース担当講師） ¥9,900 ¥8,910

◆ 王先生の「コンテクストから学ぶ語彙力強化のテクニック 入門編」
（オンデマンド動画配信）

動画配信期間 時間数 講師名 受講料 受講料
（在校生・復学生）

1ヶ月 1時間20分 王浩智
（中国語翻訳者養成コース顧問） ¥2,619 ¥2,356

eラーニング

eラーニング

eラーニング

・オンラインクラスは、ビデオ会議システム（Zoom）を使って実施いたします。
お申し込み前に、推奨環境を必ずご確認ください。

・オンラインクラスにご参加される際、授業画面にお顔・お名前が表示されます。
・翻訳者養成コースでは、オンラインクラスを録画した授業動画を受講ページで10日間配信させて

いただきます。（受講ページには、受講生と講師、当校スタッフ以外はアクセスできません。）

1. オンラインクラスに必要な機器

・スピーカーとマイク（内蔵／USB接続／ワイヤレス）
・Webカメラ（内蔵／USB接続）

2. 推奨環境（オンラインクラス／授業動画視聴）

3. 翻訳者養成コースの授業動画視聴のための動作確認
授業動画のサンプルで再生状況を事前にご確認ください。

英語翻訳者養成コース 中国語翻訳者養成コース

オンラインクラスについての注意事項

ネットワーク環境 ブロードバンド有線またはWi-Fi

PCの対応OS
Windows10以上 MacOSX10.10以上
※Chromebookは独自のOSのため、通訳者養成コースの授業では

使用する機能の特性上、正常に作動しない場合があります。

スマホ・タブレットの
対応OS※

iOS 13以上
iPadOS 13以上
Android 10以上
※スマートフォンやタブレットからもアクセス可能ですが、翻訳コースを

受講される方は、Microsoft Wordで課題の訳文制作を行っていただくため、
PCが必要となります。

ブラウザ
Google Chrome 最新版

回線速度
（オンラインクラスのみ） 20Mbps以上

Google Chromeのダウンロードサイトはこちら→

※受講料は全て、消費税・教材費込み中 国 語 【翻 訳】
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■お申し込みの際にご注意いただきたいこと■

受講申し込み手続きの流れ
受講クラスを選択する

申し込み手続きをする

お申し込み内容の確認メールが届く

受講料を納入する

お申し込みが完了する

短期集中コース【2022サマー】コース案内またはウェブサイトよりご希望のクラスをお選びください。
クラス選びに迷われた際にはお電話にてご相談ください。

03-3265-7103 www.issnet.co.jp

2

3

4

アイ・エス・エス・インスティテュート ウェブサイトからお申し込みください。
https://www.issnet.co.jp
専用フォームに必要事項を入力し送信してください。お申し込み後、自動返信メールが届きます。

※2022年8月11日（木・祝）～ 2022年8月17日（水）は夏期休館期間とさせていただきます。
夏期休館中もお申し込みを受付けておりますが、お申し込み確認メールの送付、Eメールによるお問い合わせへの返信、
および事前課題の発送（課題のあるクラス）は8月18日(木)以降の対応とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、よろしくお願いいたします。

お申し込み後、3営業日以内にお送りいたします。（※夏期休館期間を除く）
お支払い金額とお支払い方法の詳細がEメールに記載されています。

受講料はお申し込み確認後、7営業日以内にお支払いください。お支払い方法は以下の2種類です。
※受講料の現金払は承っておりません。
※法人様向けの請求書払いも承っております。お申し込みの際に事務局までご連絡ください。

①銀行振込（※振込手数料は、お客様負担とさせていただきます。）

②クレジットカード（WEB決済/一括払いのみ）

●WEB決済でご利用可能なカード: VISA / MASTER / JCB / AMEX / DINERS
お申し込み内容の確認メール後、送信元メールアドレス「cc_payments@issjp.com」から
「決済手続きのご案内」メールが届きます。メール文中のURLをクリックし、お支払い期日までにお手続きください。

5
当校にて受講料の入金が確認できた時点でお申し込みが完了となります。
「受講申込手続き完了のお知らせ」がEメールで届いたら、お申し込み手続きは完了です。

受講がスタートする6
オンラインクラスの方は、ご案内済みの方法にて開講初日にご参加ください。
翻訳クラスの方には、開講1週間前に受講ページに関するご案内をEメールにてお送りいたします。

1

1. 受講料には教材費および消費税が含まれています。短期集中コースには入学金は不要です。
2. お申し込みの受付は先着順です。各クラスとも定員に達し次第、申込締切りとなりますのでお早めにお申し込みください。
3. 最少開講人数（5名）に満たない場合は開講を見合わせることがありますのでご了承ください。
4. 一旦納入された受講料は、クラスが開講されなかった場合を除き、返金いたしません。
5. 当校側の都合で授業が休講になる場合は、後日補講を行います。受講生側の都合で欠席される場合は、当該授業は

消化されたものとみなします。ただし、欠席された方には欠席された回の教材と配布資料を後日お渡しいたします。
6. 「新規生」とはレギュラーコースの受講歴のない方が該当します。したがって、過去に短期集中コース・eラーニングのみを受講さ

れた方は「新規生」となります。
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