「通訳基本コース」 3 月開講！
◆ 1 月に新規開講した 「通訳基本コース」、 好評につき Season2 開講します。
講師は、 日本語／英語の完璧なバイリンガルの Daniel Brogan。
CEL 英語ソリューションズでは、 これまでも、 通訳ガイド試験／英検１級の各 2 次試験
対策クラスで講師として活躍してくれていて、 その優しい人柄と懇切丁寧な指導ぶりで
人気を博しています。
日英／英日の通訳訓練を指導できる 「英語ネイティブ」 は、 Daniel Brogan 以外には
まずいませんので、 貴重な機会です！
【講師】 Daniel Brogan
【定員】 各クラス、 先着 4 名 （2 名から開講）
【日程】 同内容のクラスを 2 クラス開講します。
＊土曜クラス ： 10:00-11:30 （3/13, 3/20, 3/27, 4/3, 4/10, 4/17）
＊日曜クラス ： 10:00-11:30 （3/14, 3/21, 3/28, 4/4, 4/11, 4/18）
【想定受講者】 以下の方々のご受講を想定して、 通訳基礎訓練を行います。
＊英語力 : 全国通訳案内士 / 英検１級 /TOEIC920 点程度以上
またはそれに相当するレベル
		
【授業形態】 CEL 教室で実施
【受講料】 48,000 円
【申し込み】 以下を明記の上、 必ず <sone@cel-eigo.com> 宛にお申し込みください。
＊ご氏名
＊受講クラス （土曜 or 日曜）
＊お支払い方法 （銀行振込 or クレジットカード決済）

Daniel Brogan
Daniel Brogan hails from Chicago where he worked during the day with
a financial options trading group and at night as a jazz guitarist.
Holds a Master’ s degree in International Management.
Has spent the last ten years teaching interpretation at various universities
in the Tokyo area.
Has worked under the auspices of Professors Tatsuya Komatsu and Junko Matsui.
Bilingual in English and Japanese.

授業内容
☆ The focus of the course is threefold:
1. To improve speaking and listening skills by interpreting from English to Japanese as well
as Japanese to English.
2. To acquire new vocabulary in a systematic fun way.
3. To become smarter, more intelligent.
【Format】
Each class will begin with a 15 minute review of the topic and vocabulary covered in the
previous lesson.
Participants will work on acquiring new vocabulary by interpreting sentences from
Japanese to English for approximately 15 minutes.
Over the next 20 minutes the instructor will present a short story using the newly acquired
vocabulary.
Students will interpret the story from Japanese to English.
Focus will be everyday English.
For the remaining 40 minutes the instructor will present a topic for interpretation in either
English or Japanese depending on student preference.
Participants will then practice interpreting.
【Topics】
Topics will include language, psychology, nutrition, geopolitics, religion, philosophy, politics,
the stock market, sports medicine, and astronomy.
Class participants may choose from among these topics or leave the choice to the
instructor.
It may be possible for students to suggest their own ideas for topics to interpret.
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