日本に住む外国人のための

にほんごプライベートコース

日本語の勉強がしたい。少人数のクラスでしっかり学びたい。会話だけではなく、読み書きもできるようになりたい。そんな人におすすめのプ
ライベート・セミプライベートレッスンです。1 か月単位でレッスンの受講が可能で、気軽に日本語の勉強を始めることができます。
Are you interested in studying Japanese in a small class setting? Do you want to work on your writing and reading skills as
well as conversational skills? If yes, our private (semi-private) lessons are for you. You can enroll in our lessons as short as one
month, allowing you to start learning on your own pace.

対象レベル

①初めて日本語を学ぶ人。
②ひらがな、カタカナが書け、簡単な日常会話が理解できる人。（JLPTN4 程度）
③日常生活に必要な情報を得るために、簡単なやりとりができる人。（JLPTN4 程度）

Course level

①Beginners ②Designed for those who can write hiragana, katakana, and understand simple
daily conversation. ③Designed for those who can communicate enough to obtain information
necessary for daily life. Equivalent to JLPT N5.

曜日・期間
Day/Number of classes

時間
Class time

入学金
Enrollment Fee

月～金 Monday to Friday

※１か月８回コース 8 classes per month

午前クラス Morning Class

10:00～12:10 (60 分×2 コマ) 60 min x 2

午後クラス Afternoon Class

14:00～16:10 (60 分×2 コマ) 60 min x 2

10,000 円
★1 名クラス one-on-one lesson

１人 96,000 円（120 分×8 回）＋税 96,000 yen+tax

授業料

★２名クラス 2 students in class

１人 80,000 円（120 分×8 回）＋税 80,000 yen+tax

Tuition

★３名クラス 3 students in class

１人 72,000 円（120 分×8 回）＋税 72,000 yen+tax

★４名クラス 4 students in class

１人 64,000 円（120 分×8 回）＋税 64,000 yen+tax

教材(実費で購入)
Textbooks
(Cost is not included in tuition)

申込締切
Application deadline

『まるごと 日本のことばと文化 りかい・かつどう』（三修社）Marugoto Nihon no Kotoba to Bunka
『 一 人 で 学 べ る ひ ら が な か た か な 』 （ ス リ ー エ ー ネ ッ ト ワ ー ク ） Hitoridemanaberu Hiragana
Katakana

上記開始前月の３０日まで
By the 30th of the month before you intend to join the class

＊その他、ご希望に応じてクラスを設定いたします。ご相談ください。
できるようになること（例） Example of language skills you will develop during the course.

対象レベル
Level ①

対象レベル
Level ②

対象レベル
Level ③

1 か月 1 month

2 か月 2 Months

3 か月 3 Months

4 か月 4 Months

自分や家族のことを簡単に話
す。レストランで注文する。
・ Use simple expressions
to talk about yourself
and your family
・Place an order at
restaurant
自分や家族のことについて話
す。季節の変化について話す。
・Talk about yourself and
your family
・Talk about seasons

一日の生活について話す。友だ
ちを家に招待する。
・Talk about your daily life
・ Invite friends to your
house

趣味について話す。目的地まで
どうやって行くか話す。
・Talk about your
hobbies
・Talk about directions

休みの日や旅行のときに何をし
たか話す。簡単なメールを読む。
・Talk about what you did
during your
holidays or on your trip
・Read simple emails

住んでいる町について話す。友
だちと遊びに行く。
・Talk about your town
・Hang out with friends

簡単なビジネス会話ができる。
健康について簡単に話す。
・Have a simple business
conversation
・Talk about health

初めて会った人といい関係を築く
ための会話ができる。自分の国
の料理について話す。
・Have an ice-break
conversation to
establish good
relationships.
・ Talk
about
your
country’s cuisine.

自分の経験について話をしたり、
アドバイスをしたりする。イベント
で簡単な司会ができる。
・Talk about your
experience and give
advice.
・ Perform simple emcee
tasks at an event

自分の国と日本の文化について
簡単に話す。ピクニックに行く計
画を立てる。
・Introduce your own and
Japanese culture
・Plan a picnic
季節のイベントや自分の国のイ
ベントについて話す。ネットショッ
ピングについて話す。
・Talk about seasonal
events and celebrations
in your country
・Talk about online
shopping

有名な観光地の歴史と文化に
ついて話す。環境について簡単
に話す。
・Talk about the history
and the culture of
famous tourist
destinations
・Talk about
environment

