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英文法

※各プログラム日程・内容は中面を参照ください。
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2021年度版
技術英語WEBセミナーのご案内

日本工業英語協会（JSTC）では、“3C”の考え方にもとづいた技術英語／英文テクニカル
ライティングに関するセミナーを開催しております。

3Cとは
・1回読めば理解できる英文
・伝えるべき内容の論理関係
が明確な英文

・具体的でわかりやすい語句と
構文を使った英文

Clear（明確に）
・少ない語数で伝わる英文
・より直接的に表現した英文
・読み手に負担を与えない英文

Concise（簡潔に）
・的確な名詞や動詞が使われて
いる英文

・文法ミスや数字の間違いの
ない英文

Correct（正確に）

事前予習課題に取り組む
今年度よりWEBセミナーでは、開催
週の月曜日に、テキストと事前予習
課題をメールでお送りします。予習し、
疑問点を事前に把握することで、講義
への集中力と理解度がアップします。
講義内では、講師が訳文の提出を
チャット等で求めることがあります。

講義内資料と模範解答で定着！
講義後、講師の講義内資料(Word等)
と模範解答をメールでお送りします。
時間をあまり空けずに、講義内容の
復習と課題の繰り返し学習に取り
組むことで、英文ライティング力が
定着・向上します。

積極的参加のすすめ！
予習時の疑問点は、講師に直接質問
できます。
また、チャット機能を使って、訳文
提出のチャンスをフル活用すれば、
インプットとアウトプットのバランス
の取れた学習ができます。

受講効果を最大限に引き出すセミナー活用法

お問い合わせ先
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22
Email：info@jstc.jp　TEL：03-3434-2350　FAX：03-3434-2486 2021.3版
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技術英語オンラインコースのご案内
初学者向けにはオンラインコース※もございます。
まずはお試し受講で体験してください。
※当コースは日本工業英語協会が制作、
一般社団法人日本能率協会が販売いたします。

添削講座のご案内
セミナーに参加できない方には、添削講座を
おすすめいたします。小会専任講師が、提出
された課題を1つ1つ丁寧に添削、アドバイス
いたします。

日本工業英語協会 WEBセミナーのお申込方法

ご注意 お申込いただいた方には、小会の
セミナーやイベント情報をお送り
することがあります。

配 信
Zoomオンラインセミナー
＊Zoomの設定は、
ご自身でお願いいたします。

参加料
（税込）

会員：7,700円　　会員外：15,950円
※会員のご入会は、小会ホームページよりお手続きいただけます。
　下記「会員入会のご案内」をご参照ください。

定 員
20名
※セミナー内容により、変更する場合がございます。
※開催１週間前までに、参加人数が最少催行人数(7名)に達し
ない場合は、開催中止とさせていただく場合がございます。

参加申込方法・規定 免  責  事  項
天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸
送等の機関のサービス停止、官公庁の指示
等の、小会が管理できない事由により研修
内容の一部変更および中止のために生じ
たお客様の損害については、小会ではその
責任を負いかねますのでご了承ください。

● ホームページよりお申込ください。
● セミナー開催前週の金曜日までに、お申込・
お支払いをお願いいたします。

● お支払後のご返金はいたしかねます。
● 欠席された場合は、講義内で使用したデータ一式を
お送りします。

会員入会のご案内　　JSTCは、構成員である会員の皆様のご支援により組織・運営しています。

【会 員 特 典】セミナー・添削講座を含む各種サービスを会員割引価格でご提供いたします。
また、科学技術英語情報に特化した季刊誌「技術英語ジャーナル」をお届けいたします。

【会費・入会方法】小会ホームページからご確認・お手続きいただけます。

入会金／会費 合　計

　　　　　　　　－

入会金：5,000円
会　費：1,300円×10ヶ月＝13,000円
　計　：18,000円

セミナー参加料(税込)

15,950円×4回＝63,800円

7,700円×4回＝30,800円

会員外の場合

6月ご入会の
場合

63,800円

48,800円

年3回以上セミナーをご予定の方は、4月からの入会がお得になります。
[事例] 6月以降にセミナーを4回受講検討される場合

ご入会で
15,000円もお得になります！

賛助会員　入会金／会費 金　　　額
入会金（入会時）
年会費（4月入会～翌年3月）
月会費（5月以降の入会月～翌年3月の月数）

5,000円　　
15,000円　　
1,300円／月

ご入会が
お得！

■B  技術英検1級対策：和文英訳

■A  技術英検1級対策：必須基礎文法

■F  技術英検頻出分野で学ぶ 和文英訳力向上演習

■C  和文の英文要約問題対策講座

■D  英語長文要約問題対策演習

■H  技術文書シリーズ

■I  1日で学ぶ 英語論文ライティングセミナー

■E  文書の種類/読み手に応じたリライト技法講座

■G  英文ライティング文法実践演習

■J  特許翻訳力向上セミナー

■K  1日で学ぶ 日英特許翻訳セミナー

2021年度版
技術英語WEBセミナーのご案内

予 習 復 習当日講義



各プログラムのねらい年 間 開 催 日 程

※詳細・最新情報は小会ホームページにてご確認ください。都合により内容が変更になることがあります。
※年3回以上セミナー参加をご予定の方は、4月からの会員入会がお得です。詳しくは最終面をご確認ください。
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時間帯

徳田　皇毅

徳田　皇毅

徳田　皇毅

徳田　皇毅

川合ゆみ子

川合ゆみ子

徳田　皇毅

徳田　皇毅

平野　信輔

平野　信輔

中野　千佳

倉増　　一

徳田　皇毅

徳田　皇毅

徳田　皇毅

徳田　皇毅

徳田　皇毅

徳田　皇毅

平野　信輔

平野　信輔

中山裕木子

徳田　皇毅
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川合ゆみ子
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中山裕木子
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プログラム名 講　師
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1
年
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0
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4月17日(土)

4月24日(土)

5月15日(土)

5月29日(土)

6月  5日(土)

6月12日(土)

7月17日(土)

7月31日(土)

8月28日(土)

9月11日(土)

10月  2日(土)

10月16日(土)

10月30日(土)

11月14日(日)

12月11日(土)

1月22日(土)

2月26日(土)

午前／10：00～12：30　　午後／13：30～16：00
終日／10：00～16：00（休憩／12：00～13：00）

※2020年度の同タイトルセミナーとは、
　教材が異なります。

■A 技術英検1級対策：
過去問題で学ぶ必須基礎文法

●技術英検1級の問題から、特に学習者の誤用が多い文法事項に重点
を置いて学習します。

●「正確」に表現するためのポイントを理解します。

●和文を英文要約する問題の解答プロセスを学習します。

●元の和文の重要情報を変えることなく、英訳を明確・簡潔にまとめる
方法を、講義と演習で理解します。

読者を意識しながら、それぞれの文書の目的に沿った構成やスタイルで
リライトする方法を学びます。
① リライトの目的と全体像の理解
② 同じ製品のマニュアル／仕様書

英文法の「知識」を、ライティングの「実践」に活かすための演習講座
です。技術英検の出題傾向に沿った内容で、知識の定着を図ります。
① 情報を特定・限定する　② 文や句をつなぐ　③ 時を表す
④ 位置、形状を表す　　　⑤ 比較する　　　　⑥ 動作や状態を表す

3つのCを満たして英語論文を書くポイントを演習形式で学びます。
また、論文で使える効果的な英語表現をご紹介します。

3つのCを満たして英文特許明細書を書くポイントを演習形式で学び
ます。また、特許明細書の各部分（背景技術、図面の簡単な説明、実施
の形態、クレーム、サマリー、アブストラクト）の英訳のコツをご紹介し
ます。

●技術英検1級の和文英訳問題で問われるポイントを学習します。

●直訳ではなく、より「明確・簡潔」に表現し、得点するためのポイント
を理解します。

●800 words 前後からなる英文を読み、表題と要旨を作成する問題
対策演習です。
●限られた時間内で内容を理解するために必要な、効果的なリー
ディング法についても学習します。

技術英検頻出4分野のテーマで、より質の高い英文を書くための
ポイントを習得します。
① 電機・機械　　　　　　　　② 環境・エネルギー
③ I T（A I 、ロボティクス）　　④ 医学・薬学・バイオ

学習者向けアンケートで「特に関心がある（学びたい）」として挙げら
れた技術英語文書のライティングについて、演習を中心に、その特徴と
書き方を学びます。
① 操作マニュアル／保守マニュアル　　② 製品説明・解説書

特許翻訳者向けのセミナーです。
日本語の特許明細書を題材に、図面を参照しながら、正確で読みやすい
英文を書くための方法を学びます。

●事前予習課題にじっくり取り組めるよう、
早めのお申込をおすすめします。

●事後添削はありません。添削指導をご希望の方は、
小会添削講座のご利用をおすすめします。

■C 和文の英文要約問題対策講座

■E 文書の種類/読み手に応じた
リライト技法講座

■G 英文ライティング文法実践演習

■I 1日で学ぶ 英語論文ライティングセミナー

■K 1日で学ぶ日英特許翻訳セミナー

技術英検

技術英検

技術英検

技術英検※　　　　マークは、技術英検受験者おすすめのプログラムです。

セミナーが原則オンラインに
なり、地方に住んでいても気軽
に受講できるようになったのは
大変ありがたいです。また、
オンラインでありながら教室受
講に劣らない双方向性もあり、
訳出をその場でリライトしてい
ただけるのも助かります。

「文字を訳すのではなく、意味
を訳す」という翻訳の基本を、
講師の具体的な指導で再認識
することができました。他の
参加者の訳出例も、講義後に
送られてくるデータで確認で
き、とても参考になります。

事前課題があり、講義前に
関連事項について考えて
臨んだので、講義内容がより 
深く理解できました。普段は
独学なので、全員参加で考える
プロセスはおもしろく、また
利用したいと思います。

WEBセミナー

受講者
の声

（アンケートより）

英文ライティング文法実践演習①：情報を特定・限定する

技術英検頻出分野で学ぶ 和文英訳力向上演習①：電機・機械

英文ライティング文法実践演習②：文や句をつなぐ

【技術英検プロフェッショナル対策】 英語長文要約問題対策演習①

【技術英検1級対策】 過去問題で学ぶ必須基礎文法①

【技術英検1級対策】 過去問題で学ぶ和文英訳のポイント①

英文ライティング文法実践演習③：時を表す

技術英検頻出分野で学ぶ 和文英訳力向上演習②：環境・エネルギー

【技術英検プロフェッショナル対策】 和文の英文要約問題対策講座①

【技術英検プロフェッショナル対策】 文書の種類/読み手に応じたリライト技法講座①（テーマ：リライトの目的と全体像の理解）

第126回 技術英検
特許翻訳力向上セミナー①：図面を表現する

特許翻訳力向上セミナー②：数量を表現する

英文ライティング文法実践演習④：位置、形状を表す

技術文書シリーズ①：操作マニュアル／保守マニュアル

英文ライティング文法実践演習⑤：比較する

【技術英検プロフェッショナル対策】 英語長文要約問題対策演習②

技術文書シリーズ②：製品説明・解説書

技術英検頻出分野で学ぶ 和文英訳力向上演習③：IT（AI、ロボティクス）

【技術英検プロフェッショナル対策】 和文の英文要約問題対策演習②

【技術英検プロフェッショナル対策】 文書の種類/読み手に応じたリライト技法講座②（テーマ：同じ製品のマニュアルと仕様書）

1日で学ぶ　英語論文ライティングセミナー

英文ライティング文法実践演習⑥：動作や状態を表す

技術英検頻出分野で学ぶ 和文英訳力向上演習④：医薬・薬学・バイオ

第127回 技術英検

【技術英検1級対策】 過去問題で学ぶ必須基礎文法②

【技術英検1級対策】 過去問題で学ぶ和文英訳のポイント②

第128回 技術英検（1級～3級のみ）

1日で学ぶ　日英特許翻訳セミナー

■B 技術英検1級対策：
過去問題で学ぶ和文英訳のポイント

■D 英語長文要約問題対策演習

■F 技術英検頻出分野で学ぶ
和文英訳力向上演習

■H 技術文書シリーズ

■J 特許翻訳力向上セミナー

技術英検

技術英検

技術英検NEW

NEW NEW

NEW

NEW

（敬称略）


