
オンラインレッスン
コース説明

じゃかるたインドネシア語レッスン



じゃかるたインドネシア語レッスン 代表

清水 純子

• 1996年から現在までインドネシア在住

• インドネシア大学語学留学修了

• ジャカルタで日本人向け教室主宰

• 翻訳通訳実績1,000件以上



コース ： 3種類

期 間 ： 3か月間

定 員 ： 毎月新規生徒さん5名限定

インドネシア語オンラインレッスン

生徒さん募集



コース目標

じぶんで決めた

インドネシア語達成度に到達し

インドネシア語で

コミュニケーション

できるようになる



コースの特徴



コースでできること



使用テキスト
オリジナル書籍とネット記事

１．初歩～初級～中級

２．中級～上級



選べる3つのコース

1. VIPコース

2. スタンダードコース

3. ライトコース



共通

コンテンツ
•個別レッスン

•グループセッション

•個別カウンセリング

•チャットワーク学習相談

•生徒さん専用サイト

＊ライトコースは除きます



最初と最後の
チェックテスト

VIPコース限定コンテンツ

最初と最後のレッスンで6つの能力をチェック

1.発音とイントネーション

2.応答スキル

3.会話構成

4.文法レベルと正確さ

5.回答内容と適切さ

6.語彙力

何の能力を伸ばしたら

いいのか一目瞭然！！



グループ
セッション

スライドを見ながら楽しく交流
• テーマを決めて意見交換

今までのテーマの例：

首都移転、インドネシアのコロナ

インドネシアの自然災害、

インドネシアのラマダーン月の歌

• お互いに刺激を得られる機会

• 開催日時は毎回調整

VIPコース・レギュラーコース
共通コンテンツ



個別
カウン
セリング

レッスンの進み具合や
勉強の仕方を相談できます

• 講師には言いにくいこと

• 苦手に感じていること等

• 50分間×2回をZoomで

• 日時はご相談

VIPコース・レギュラーコース

共通コンテンツ

私にご相談

ください。



チャット
ワーク
学習相談

文法で分からないことや
勉強の仕方を相談できます

• 文法での疑問

• 苦手に感じていること等

• 気が付いた時、忘れないうちに
すぐチャットで

VIPコース・レギュラーコース

共通コンテンツ

私にご相談

ください。



生徒さん専用サイト

生徒さんだけがアクセス

教材、特典などコンテンツを

ここからダウンロード

VIPコース・レギュラーコース

共通コンテンツ



VIPコース

• 週3回までできる個別レッスン（全36回）

• 月1回のグループセッション（全3回）

• 個別カウンセリング（全2回）

• チャットワーク学習相談（回数無制限）

• 会員専用サイト

• 最初と最後のチェックテストとアドバイス



スタンダードコース

• 週1回までできる個別レッスン（全12回）

• 月1回のグループセッション（全3回）

• 個別カウンセリング（全2回）

• チャットワーク学習相談（回数無制限）

• 会員専用サイト

• 最初と最後のチェックテスト（オプション、料金別）



ライトコース

•レッスン10回分チケット

•レッスン5回分チケット

•レッスン1回分チケット



コースの違い

VIPコース スタンダードコース ライトコース

個別レッスンのみ

・ 分

・ 分

・

3

月1回のグループセッション

全2回の個別カウンセリング

チャットワーク学習相談

会員専用サイト

最初と最後のチェックテスト

1

月1回のグループセッション

全2回の個別カウンセリング

チャットワーク学習相談

会員専用サイト



特典プレゼント 全コース共通

清水純子著PDF書籍

• インドネシア語初級教本
（1,250円相当）

特典１



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

清水純子著PDF書籍

語学で独立
（1,250円相当）

特典２



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

清水純子著PDF書籍

ラマダーンとインドネシア語
（1,250円相当）

特典３



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

本庄浩一郎さん著PDF書籍
インドネシア語検定C級レベル

インドネシア語単語カード２
初級編2022年版
（サンプル版967語収録）

特典４



特典プレゼント
VIPコース

スタンダードコース

本庄浩一郎さん著PDF書籍
インドネシア語検定D級レベル

インドネシア語単語カード１
入門編2022年版
（1401語収録）

特典５



特典プレゼント

お茶会（不定期）通年参加権
• 期を越えた交流ができる

• 日本やインドネシアに住むコース生との繋がり

（卒業後もずっと♪）

全コース共通

特典６



気になる参加費は？



通常見積り VIPコース

• 週3回までできる個別レッスン（全36回）4,000×36＝144,000円

• 月1回のグループセッション（全3回）4,000×3＝12,000円

• 個別カウンセリング（全2回）7,500×2＝15,000円

• チャットワーク学習相談（回数無制限）30,000円

• 会員専用サイト 10,000円

• 最初と最後のチェックテスト 30,000円

合計 241,000円



通常見積り スタンダードコース

• 週1回までできる個別レッスン（全12回）4,000×12＝48,000円

• 月1回のグループセッション（全3回）4,000×3＝12,000円

• 個別カウンセリング（全2回）7,500×2＝15,000円

• チャットワーク学習相談（回数無制限）30,000円

• 会員専用サイト 10,000円

合計 115,000円



通常見積り ライトコース

• 10回チケット 4,000×10＝40,000円

• 5回チケット 4,000×5＝20,000円

• 1回チケット 4,000×1＝ 4,000円

合計 4,000～40,000円



体験レッスン参加者さん限定

3日間だけ特別割引料金
コース名 通常見積り 特割一括払い 特割分割払い

VIPコース 241 ,000円 180,500円 190,500円

スタンダードコース 115 ,000円 82,500円 90,000円

ライトコース

10回チケット 40,000円 35,000円 ―

5回チケット 20,000円 18,000円 ―

1回チケット 4,000円 3,800円 ―



お申込み方法１ ご案内メッセージ

２ コース内容をご確認

３ 申込書ご記入・お支払い

４ 入学完了メッセージ

５ チャットワークで詳細ご案内

６ レッスンの開始

入学完了後、すぐ

にレッスンの日時

を決められます。



受講生さん達成例

インドネシア語検定B級

合格。国内旅行が楽し

め、現地の奥深くが見

えるようになりました。

赤坂妙栄さん
主婦、兵庫県

インドネシア語は趣味。

インドネシアの文化や

歴史も学べ、語学の理

解が深まりました。

加藤健司さん
会社員、ジャカルタ

椿本拓也さん
パート、大阪府

インドネシア語は仕事

で使っています。語彙

が増え、アジアに繋が

る喜びを感じています。

子供と一緒に参加しま

した。子供が生活の中

で私を頼らず自分で話

せる機会が増えました。

山田麻理さん
会社員、ジャカルタ



いちばん大事なこと

モチベーション維持

最後に・・

そのために必要な３つ

環境 メンター 仲間

じゃかるたインドネシア語レッスン




