◆講座のカリキュラム
本コースでは、翻訳市場の大半を占める実務翻訳の中でも特に重要な、
「バイオ・メディカル」
「環境・エネルギー」
「IT・テクノロジー」といったジャンルを題材に学習が進みます。
ですので、オンライン翻訳をはじめとした これから伸びる翻訳市場 において、特に必要とされる翻訳者となるための 最短ルート を歩める講座とも言えるでしょう。
凡例
レッスン（英文）タイトル
レッスン

テキスト1 ＜バイオ・メディカル系＞
遺伝子検査に関する論文（1）

レッスン1-1

英文は、遺伝子検査に関する論文の序論です。個人の遺伝子情報が手軽に家庭
で調べられるという時代背景も念頭に取り組んでみましょう。
遺伝子検査に関する論文（2）

レッスン1-2

ゲノミクスに関する専門書（1）

レッスン4-1

ゲノミクスに関する専門書（2）

レッスン4-2

ゲノミクスに関する専門書（3）

レッスン4-3

レッスン5

日本語表現を読み易く改良しよう

レッスン4-2の続きです。前述の「アブラムシの謎」がゲノム解析により明らかに。
アブラムシと
「ブフネラ」
という細菌の共生関係に注目です。
医療用精密機器に関する技術資料

【お役立ち情報】遺伝子検査キット

情報を正確に伝える訳語を選択しよう

医療用精密機器（測定器）
に関する社内向けの技術資料を扱います。設計の基準
となる要件、要求事項、条項をまとめた仕様書を訳してみましょう。

テキスト3

など

レッスン1-1
など

レッスン1-2

レッスン2

レッスン3
など

【お役立ち情報】ゲノムに関する豆知識

レッスン4

【ワンポイントアドバイス】
「強制力」の強さを表す助動詞の使い分け

やや難易度の高い英文です。Webデザインの専門家が書いた記事ですが、中学
生が読んでもわかるような 日本語訳をめざしてみましょう。
筆者のスタンスを明確に理解して訳そう

今回もレッスン2と同じ筆者による英文で、難易度はかなり高め。
「翻訳者の腕の見
せ所」
ともいうべきポイントが数多く潜んでいます。

レッスン5
など

「100点満点」の訳文をめざそう

それほど難しい内 容ではない取 扱 説 明 書を訳します。学 習テーマにあるように
「100点満点」の訳文をめざし、
トライアル合格率アップをねらいましょう。

テキスト4

レッスン1-1

食品汚染が企業に及ぼす悪影響について予測する、投資家向けのレポートを扱い
ます。報告書らしく、簡潔かつ正確な情報を伝える日本語表現を心がけましょう。
お金を使わずに暮らすドイツ女性の記事

レッスン3

レッスン5

時制の転換を活用しよう

20年近くお金を一切使わずに生活していることで、世界中から注目を集める女性が
います。そんな彼女が立ち上げた 小さな事業 とは…？
空気清浄システムに関する提案書

レッスン4

簡潔かつ正確に情報を伝えよう

製品の魅力を効果的にアピールしよう

ビルや店舗などの大規模空気清浄システムを売り込むための提案書。
どのような訳
し方をすれば、顧客にうまくアピールできるか考えましょう。
太陽光プラントおよび
海水淡水化システムに関する技術資料

原文の情報を過不足なく伝えよう

日本の太陽光プラントなどを運用する際にかかる、諸費用に関する資料です。原文
の情報をきちんと正確に伝えることが特に重要です。

レッスン2
など

レッスン3-1
など

レッスン3-2
など

【コラム】優秀なプロ翻訳者に見られる特性

レッスン4
など

など

11ページ
◆関係詞節を名詞として訳す ◆文脈に応じた表現の使い分け
◆状況をイメージする ◆文のつながりを自然にするテクニック

【お役立ち情報】日本語の「筆者」の使い分け

など

12ページ

◆筆者のスタンスをしっかり理解して訳す ◆呼応する表現を使った訳出
◆一般常識の活用方法 ◆見出しを訳す際の注意ポイント

など

11ページ
◆多くの情報が詰まった短いフレーズの訳し方 ◆「どこまで言葉を補って説明的
に訳すか」
と
「どこまで原文に忠実に訳すか」 ◆指示代名詞の省略
など

【ワンポイントアドバイス】Wikipediaを使ったIT用語のプチ学習法

13ページ

◆因果関係の理解 ◆「原文の背景」が重要な理由 ◆文体の統一
◆意訳のバリエーション ◆指定された用語への対応

など

レッスン5
など

【コラム】実務翻訳は間口が広い―意外なコネが仕事につながる

11ページ

◆タイトル語句を本文中から見つけるテクニック ◆重複表現をどのように省略するか
◆受動態から能動態への変換 ◆契約書などでよく見られる表現
など

大草原を人工的に再生する試みに関する学術書を扱います。やや読み物風の文
体でもあるので、読者がイメージしやすい訳文を工夫してみましょう。

◆訳語の選択法 ◆訳文再構成のテクニック ◆人称代名詞の訳し方
◆長い英文の処理と最低限の言葉の補足

事実を正確かつ淡々と伝える
日本語表現を心がけよう

ドキュメンタリーからの抜粋です。奇跡とも言われる地球への帰還を可能にした 4つ
の意思決定 のうち、2つについて詳しく述べています。

模擬トライアルに挑戦してみよう

実際にトライアルとして出題された課題を翻訳します。章末の「トライアル判定基準」
も踏まえて、合否のポイントをしっかりつかみましょう。

など

【コラム】コトバに対する感性（Word Sensitivity）
を鍛えよう

11ページ

◆少しでも意味の広い訳語を採用する場合 ◆副詞句の係り先
◆1つのセンテンス内で語句の順序を変えて訳すテクニック

など

10ページ
◆「トピックセンテンス」
の処理 ◆多用される
「you」
への対応 ◆複数形のニュアンス
◆擬人的な形容詞を用いた比喩的表現 ◆日本語の誤字に気づく
など

つねに
「もっとよい表現はないか」
と模索しよう 【コラム】
「組み立て型アプローチ
（Assemble Approach)」

レッスン3-1の続きです。前レッスンでおさえた 訳出上のポイント を踏まえて取り組
みましょう。コラムの「組み立て型アプローチ」
も参考になります。

〜今後の学習に向けて〜
まとめ

9ページ

読者が状況をイメージしやすい
訳文を心がけよう

テレビ視聴率測定用チップの動作原理

13ページ

◆対象となる読者を意識する ◆尊敬語の扱い方 ◆文情報の整理
◆長いセンテンスの処理 ◆キャッチコピー風の英文処理

人の意欲と照明に関する科学記事を学習します。英文とあわせて確認した際に大
きな誤訳が見つかる
「チェッカー泣かせの訳文」になりやすい内容です。

アポロ13号の地球への帰還

11ページ

◆現在完了形の処理 ◆日本語と英語の時制の違い ◆接続詞の省略
◆間接話法と直接話法の使い分け ◆「論理的な意訳」
とは

誤訳が1つもない訳文を心がけよう

大草原の再生（2）

13ページ

◆他動詞が転じた名詞 ◆読者へのニュアンスの伝え方
◆文脈による判断と常識による判断 ◆訳語選択に迷った場合

【お役立ち情報】
「お金を使わずに暮らす」がテーマの海外雑誌

◆「結論を先に述べる」文章構成 ◆副詞的に訳す形容詞
◆前置詞句の処理 ◆「開いた形で訳す」
という訳し方

わずかに言葉を補って読み易い
日本語表現を工夫しよう

医学系の学術文献を取り上げます。マサチューセッツ大学の教授が「無意識的な
ストレス反応」
を
「自覚的なストレス対応」
と区別して分析。

大草原の再生（1）

9ページ

◆代名詞「this」の具体的な訳し方 ◆形容詞の解釈
◆代名詞のように用いられる
「from」 ◆著者の心情を生き生きと再現

【お役立ち情報】翻訳の学習や仕事で得られる新体感

11ページ

＜総合演習＞

照明とやる気の関係

8ページ
◆タイトルの日本語表現のバリエーション ◆原文の簡潔な表現の再現
◆原文と日本語訳の文字数を意識する ◆迷ったら直訳

状況をできるだけ具体的にイメージして訳そう 【コラム】翻訳学習における自信と経験の関係

レッスン1-1の続きです。環境を汚さない「再生可能エネルギー」
とはどんなものなの
でしょうか。特に代名詞が何を指すかをしっかり読み取りましょう。
食品汚染に関する報告書

レッスン2

一般用語を正しく訳し分けよう

自動車などに利用できる自家製燃料に関する科学雑誌から抜粋した英文で学習。
直訳では言葉足らずになる箇所がいくつかあるので、注意しましょう。
自家製燃料に関する記事(2)

レッスン1-2

レッスン1

＜環境・エネルギー系＞

自家製燃料に関する記事(1)

など

9ページ

◆本文内容を踏まえたタイトルの訳し方 ◆助動詞の使い分け
◆訳語の選択 ◆文脈から読み取る定冠詞の意味
など

無意識的なストレス反応の対処法

テキスト2

10ページ

◆メリハリの効いた訳文の仕上げ方 ◆係り受け関係の処理
◆翻訳者泣かせの表現 ◆あえて 訳さない ◆文脈に応じた訳し分け

より完成度の高い日本語表現をめざそう

専門性も低く、訳出上のポイント も見つけやすいので、難しい内容ではありません。
ただ、精度の高い訳文をめざすと、実はかなり難易度が上がります。
電子製品の取扱説明書

9ページ

◆日本語表現を読み易く改良する ◆読点（、）
はどこに挿入すべきか
◆英文の人名を訳すときの注意点 ◆重要事項を明確に伝える主語転換

【コラム】これから増える女性の仕事トップ5

文のつながりを意識して訳そう

ワイヤレス通信システムに関する報告書

10ページ
◆「you」や「that」の具体的な訳し方 ◆「focus on〜」
を
「焦点を当てる」
と訳さ
なくなったら一人前 ◆事実に基づく意訳 ◆逆発想の日本語表現
など

レッスン1-1の続きです。同じく、直訳と意訳の区別がポイントとなるので、
レッスン
1-1で学んだ翻訳テクニックをさっそく活用してみましょう。

Webサイトのデザイン

13ページ
◆タイトルらしい表現の工夫 ◆「物主体表現⇒人主体表現」
という転換
◆体言止め ◆「頭から訳す」
という翻訳テクニック

パソコン用OSに関する雑誌記事を扱います。素直な直訳で良い箇所と、思い切っ
て訳文表現を工夫する箇所を明確に区別して訳しましょう。

インターネットの心理学

9ページ

◆適切な言葉を補って工夫する日本語表現 ◆最も適切な訳語を組み合わせる考え方
◆2文に区切って訳すテクニック ◆代名詞や冠詞を具体的に訳す
など

逐語訳から脱却しよう

Mac OS vs Windowsのライバル物語
（2） 日本語訳を思い切って工夫する箇所を見抜こう 【ワンポイントアドバイス】翻訳スピードをアップさせるコツ

11ページ

◆逐語訳からの脱却 ◆科学記事にふさわしい訳語選択 ◆目的語に応じた自然
な訳語の使い分け ◆代名詞「it」
を具体的に訳す ◆（ ）
の処理
など

各レッスンの章末にあるコラムなどのページも
充実しています！

＜IT・テクノロジー系＞

Mac OS vs Windowsのライバル物語
（1）

8ページ

◆「AはBである」
と
「AがBである」の違い ◆日本語表現の改良
◆「対応表現」
とは ◆英語と日本語における重要情報の違い

一般用語を上手に訳し分けよう

レッスン4-1の続きです。ここでは、通常の動物にはありえない「アブラムシの謎」
を
紹介。身近な虫の不思議な習性は実に興味深いものです。

さまざまな状況を想定した実践的なテクニックを学びます。講座を学習し終
えたあと、受講生の翻訳の精度は着実に向上することでしょう。

6ページ

◆似たような専門用語の整理 ◆基本テクニックの組み合わせ
◆「形容詞⇒名詞」の品詞転換 ◆原文の意味を損なわない語句の補充

さまざまな基本テクニックを使い分けよう

「ゲノミクス」
とは、ゲノムと遺伝子について研究する生命科学の一分野。4センテ
ンスの英文を、11ページにわたる緻密な解説で学習していきます。

総ページ数

学習する 訳出上のポイント や翻訳テクニックの一例

学術論文からWeb記事、取扱説明書、
ドキュメンタリーまでさまざまな学習
素材を扱います。ご自身で訳してみたい英文がきっと見つかるはずです。

9ページ

すらすら読める平易な日本語表現を工夫しよう 【ワンポイントアドバイス】タイトルを上手に訳すコツ

ギリシャ・クレタ島沖から200km、水深3500mにある「ラタランテ海盆」で新種の
動物を発見。地球外生命の可能性を示す「世紀の大発見」
となるのかも・
・
・。

英文内容の簡単なご紹介

コラム／記事ページ

◆「素直な直訳」
と
「自然な日本語表現」
との区別 ◆物質主語の構文処理
◆「態の変換」テクニック ◆1センテンス＝1訳文の原則
など

代名詞や基本動詞の訳し分けをマスターしよう 【お役立ち情報】diet と
「ダイエット」の意外な関係

古今東西、肥満対策としてさまざまなものが考案されてきましたが、英文では最新の
研究から明らかになった肥満対策を紹介しています。
新種生物の発見に関する科学読み物

レッスン3

一般用語を訳し分けよう

レッスン1-2の英文の続きです。実務翻訳の世界で 実力のバロメーター と言われ
る
「一般用語の訳語選択」が訳文の出来を左右します。
最新の肥満対策に関する科学記事

レッスン2

【重要用語】これだけは知っておきたい遺伝子関連の基本用語

さらに一歩進んだこなれた訳を心がけよう 【コラム】翻訳学習における3つの学習段階

遺伝子検査の目的について述べた英文を扱います。
レッスン1-1で学んだ 訳出上
のポイント を意識して、
よりこなれた訳出を工夫してみましょう。
遺伝子検査に関する論文（3）

レッスン1-3

自然な日本語訳を心がけよう

サブタイトル（学習テーマ）

11ページ

◆訳語ミスをしやすい接続詞 ◆直前の文との関連性を示唆する訳し方
◆読者の思考を妨げない表現 ◆2文の関係が明確になる工夫

【コラム】アポロ13号の「成功した失敗（Successful Failure)」

など

9ページ

◆「the」
の内容を具体的に訳す ◆いくつかの類似単語をまとめて処理するテクニック
◆重要情報の正しい見抜き方
など

トライアル判定基準
◆一般用語と専門用語の区別 ◆表記の統一
◆「may」のニュアンス ◆「トライアル判定基準」
を用いたチェック

講座のラストを飾るのは、実務翻訳家として30年以上活動されている佐藤洋一先生からの、 示唆に富んだメッセージ集 となります。

11ページ

など

7ページ

◆学習の目的を明確にする ◆実務翻訳は才能を必要としない〜継続は力なり ◆訳出上のポイントについて ◆ポイントの大切さは仕事の中で初めて気づく ◆翻訳学習は
「少量精読」
が基本 ◆早すぎるデビューは命取り？ ◆「プロ」
と
「アマチュア」の本質的な違い ◆「習慣化」
が学習や仕事を継続する鍵 ◆おわりに〜「翻訳は一生が学び」

