
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gakusyujuku Komaba Jakarta 

◆ ◆ ◆ 2022 年度 入塾案内 ◆ ◆ ◆ 

◆◆◆お問合わせ◆◆◆ 

平日 12:00～21:00  土曜 10:00～18:00 日曜休校  

   Fuji Biru 3rd Floor, Jl Ciputat Raya No.335A,  

Jakarta Selatan 12240 

web: www.komaba.id 

 

  

   

 Mail: jakarta-komaba@cradle.asia 
   TEL: 021 2793 9364 

   : 0812 1837 4419 
 

   

jakarta.komaba 

学習塾KOMABA ジャカルタ校 

イベント情報、塾の様子などを配信いたします。塾生向けのお知らせはメールにてお送りいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ●●●ＫＯＭＡＢＡ×ＫＵＮＯメソッド●●●  

教科前基礎教育という考え方       事物教育の実践         対話教育の実践 

 

Gakusyujuku Komaba Jakarta 

幼児 

コース 
小学校入学以降に始まる教科学習を支える考え方の

基礎を、生活や遊びをテーマに学習。 

「何でも早いほうがいい」という早期教育の考え方

とは異なり、その時期にふさわしい方法で子どもた

ちの学びを育てていきます。 

実際に子どもたちが自分の体と手を動かして学

びを実感。具体物を用いた学習から抽象的な概

念につなげます。 

子どもたちの主体的な働きかけを最大限ひきだ

し、論理的な思考力を育てるために、できる限

り具体物を用いた授業を展開 

「できた―できない」だけで子どもの能

力を判断するのではなく、できなくても

どのように考えたかを言語化。 

対話を通して、子どもの思考のプロセス

を把握し、適切なアドバイスを行います 

長さ・多さなどの量の学習をすることで、数の大きさに対

する考え方を身につけます。 
上下・前後・左右の場所の表し方を学ぶ中で、空間

認識を育てます。 

生活の中における数の変化をとらえることで、数的感

覚を磨きます。 
図形の形と大きさを認識し構成・分割などを通して、図

形の感覚を養います。 

言語 
話を聞き・話すことで日本語の理解を深め、コミュニケー

ション能力を高めます。 
身近な生活でのかかわりを通して理科的・社会的常識

を身につけ、物事に対する視野を広げます。 

教科前学習の土台となる「６領域」のカリキュラム こぐま会について 

こぐま会の KUNO メソッドは、これまで幼少一貫教育の理念にもとづい

て、幼児・児童を対象に、それぞれの年齢にふさわしい基礎教育のあり

方を追求し、実践してきました。とくに、就学前の子どもたちを対象とし

た教育を「教科前基礎教育」という考え方でとらえ、その内容と方法を

独自に開発し、教室での実践を通じて、検証してきました。そうした基

礎教育の実践の中で、幼児教育の現実的な課題に対処し、向き合っ

ていきます。授業では、子どもの発達に合わせてステップアップできる独

自開発の教材を使用しています。 

ＫＯＭＡＢＡキッズクラス 

KOMABA キッズクラスでは、KUNO メソッドに加えて、海外子女だからこそ伝えなければならない大切なことを取り込み、幼児教育から小学校での教科学習につな

がる「学び」の種をまきます。「どうして？」「わかった！」「たのしい！」の経験を通じて、子どもたちの興味を引き出し、子どもたちが主体的に取り組みながら力をつけら

れるような授業を展開。身体を動かしたり、立体的な教材を用いたりしながら、3段階で学習を進めます。 

授業では、まず遊びや生活の

場面を再現し、五感で感じる

ことのできる教材をつかって、

自然な形で学習をスタート。 

事物にはたらきかけ試行錯誤

する中で、ものの本質や関係

性を学習。考える力を発揮す

る素地を築きます。 

単に正誤を見るだけでなく、

考え方やその答えの根拠を確

認。言語化への過程の重要

な一段階としてのステップ。 

授業実施時間： 

年長 毎週水曜日 15:00~15:50 

年中 毎週金曜日 15:00~15:50 

      (授業後 10 分程度の保護者説明あり) 

対象： 年中・年長 

         ※日本の幼稚園での学年(2022 年 4 月時点) 

受講料： 230 万ルピア / 月 

       （諸経費・プリント教材費を含む） 
   

初回費用： 入塾金 150 万ルピア 

     文房具セット 20 万ルピア 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          ●●●ＫＯＭＡＢＡロボット教室 ３つの安心●●●  

全 48 種、最長 4 年間のカリキュラムに対応 

途中帰国でも安心！日本全国 1300 以上の教室で継続可能 

教育改革「プログラミング的思考力」にピッタリな内容 

ロボット 

教室 

Gakusyujuku Komaba Jakarta 

一つのキットでレベル別 48 種類のロボットを制作でき、最長で 4 年間のカリキュラムを受講できます。 

日本に帰った際の入会金・ロボット代は一切かかりません。お子様の進捗状況も連携によりしっかり把握。 

設計図通りに作っておわり・・・ではなく、夢中になって楽しみながらプログラミング的思考を育みます。 

ロボット教室のプログラムは、 

      発想力や問題解決能力を引き出し育てます。 

1 か月の流れ（月 2 回の授業） 

テキストを見ながら、高橋智隆先生が教材を監修したロボットを組み

立てる授業です。失敗や成功を繰り返し、試行錯誤しながら製作する

中で、完成したときの感動や動いたときの驚きを体験し、理科・算数

への興味を引き出していきます。 

基本製作［90 分］ 

基本製作で作ったロボットをもっと速く走らせるには?もっと力を強

くするには?などの課題に応じオリジナル仕様にしていきます。クラ

スの友達と楽しくゲームや競技をしながら、動力の仕組み、てこや摩

擦など理科の知識を学習します。 

応用・実践［90 分］ 

B M 
授業で使用するテキストには、ロボットやパーツ

の写真が必要に応じて原寸大で掲載されており、

直感的にロボット製作が進められるようになって

います。パーツ名を覚えたり、パーツ数や取り付

け位置を数えたりするうちに自然と文字を読む

力・数を数える力も養います。 

ベーシックコース 

コースと学習期間 

テキストの写真を見ながらさまざまなバリエーシ

ョンを持ったロボットを正確に製作し、構造や動

きの仕組みを学びます。選択式や穴埋め式の設問

に取り組みながら理解を深めます。失敗や成功を

たくさん経験しながら自分だけのロボットに改造

していきます。 

より複雑な構造でさらに面白い動きをするロボッ

ト製作に 取り組みます。テキストの写真点数が少

なくなり、観察力や空間認識能力をさらに養いま

す。設問も記述式が増え、自分の考えを論理的に

説明することも求められます。目的意識を持って

改造を行います。 

ミドルコース プライマリーコース P 
対象：年長～小学生 対象：小学生 対象：小学生 

プライマリーコース 
文字が読めなくても大丈夫！ 
ロボット製作の基礎から。 

 

ベーシックコース 
小学校低学年から高学年の 

お子さまはここからスタート。 
 

ミドルコース 
ベーシックコース修了後の 

お子さま向けコース。 
 

ロボット教室は、全国 1300 教室以上！ 本帰国後も同様のカリキュラムで続けることができます。 

授業実施時間： 

  土曜日 10:00~11:30 【月 2 回の授業】 

    授業者には、授業実施日の詳細をお知らせいたします。 

対象： 幼児 (年長) ・小学生※日本の学年(2022 年 4 月時点) 

受講料： 160 万ルピア / 月 （諸経費・プリント教材費を含む） 
   

初回費用： 入塾金 150 万ルピア 

     ロボット・キット 500 万ルピア 

      専用バッグ 50 万ルピア（希望者のみ） 

 



 

 

学年 教科 曜日 時間 受講料 使用教材 教材費 

小学 1 年生 

国語 

木曜 

16:00-17:00 
(60min) 

国算 2 科 
IDR 2,900,000 

単科選択 
IDR 1,900,000 

ほーぷ(メインテキスト) 

漢字ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

算数 
17:10-18:10 

(60min) 

ピラミッド(メインテキスト) 

計算ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

小学 2 年生 

国語 

木曜 

16:00-17:00 
(60min) 

国算 2 科 
IDR 2,900,000 

単科選択 
IDR 1,900,000 

ほーぷ(メインテキスト) 

漢字ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

算数 
17:10-18:10 

(60min) 

ピラミッド(メインテキスト) 

計算ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

小学 3 年生 

国語 

火曜 

16:00-17:00 
(60min) 

国算 2 科 
IDR 3,100,000 

単科選択 

IDR 2,000,000 

ほーぷ(メインテキスト) 

漢字ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

算数 
17:10-18:10 

(60min) 

ピラミッド(メインテキスト) 

計算ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

小学 4 年生 

国語 

火曜 

16:00-17:00 
(60min) 

国算 2 科 
IDR 3,100,000 

単科選択 

IDR 2,000,000 

ほーぷ(メインテキスト) 

漢字ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

算数 
17:10-18:10 

(60min) 

ピラミッド(メインテキスト) 

計算ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

小学 5 年生 

国語 

水曜 

16:20-17:30 
(70min) 

国算 2 科 
IDR 3,600,000 

単科選択 

  IDR 2,300,000 

ほーぷ(メインテキスト) 

漢字ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

算数 
17:40-18:50 

(70min) 

ピラミッド(メインテキスト) 

計算ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

小学 6 年生 

国語 

水曜 

16:20-17:30 
(70min) 

国算 2 科 
IDR 3,600,000 

単科選択 

  IDR 2,300,000 

ほーぷ(メインテキスト) 

漢字ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

算数 
17:40-18:50 

(70min) 

ピラミッド(メインテキスト) 

計算ドリル 

セット 

計 IDR 1,000,000 

 

 

●●● 小学生 時間割・授業料・教材 ●●● 

現在、日本ジャカルタ間の郵送費が非常に高騰しており、教材テキストの在庫が限られております。 

一部の学年・教科は、在庫不足のため、コピー・テキストで対応をさせて頂きます。その場合、教材費は記載の料金とは異なります。 



 

学年 教科 曜日 時間 受講料 使用教材 教材費 

小学生 

（全学年） 

国語基礎 

土曜 

16:00-16:40 

(40min) 

平日クラスとの併受講 

2 コマ 
IDR 1,200,000 

1 コマ選択 
IDR 700,000 

 

基礎クラスのみ受講 

2 コマ 
IDR 2,200,000 

1 コマ選択 
IDR 1,500,000 

指定テキストなし 

＊プリント教材（教材費は受講費に含む） 

(生徒の習熟度によって教材をご提案することがございます) 

算数基礎 
16:50-17:30 

(40min) 

対象者 月例テスト 土曜 午前 IDR 600,000 /月 JJS に通う国語・算数の受講者(高学年)は原則必修受験 

小中学生 寺子屋 土曜 夕方 ＊塾生は追加費用＆申込み不要です 

 

▼小学生「国語基礎」「算数基礎」クラスについて 

 各学年の「国語」「算数」クラスでは、それぞれのカリキュラムに合わせた学習を行います。その中で漢字練習・計算練習も行っておりますが、単純な書き取り練

習などの時間は授業内で十分に確保できないこともございます。そこで「国語基礎」「算数基礎」クラスでは、単元の学習ではなく、漢字・計算に特化した演習を行

い、習熟度を高めることを目標としています。より効果的な学習を進めるため、平日の「国語」「算数」クラスとの併受講をお勧めいたします。 

 

 ＊ 講座は各時間で「国語基礎」「算数基礎」としていますが、「2 コマとも漢字(or 計算)をしたい」などのご相談も承っております。 

 ＊ 講座の特性上、対面受講のみの実施です。ただしジャカルタ州内の規制により、対面受講の実施が難しいと判断された場合は、オンラインで実施することもご

ざいます。 

 

【受講例】 

 － 漢字練習の時間をご家庭で十分に取れていないので、集中して漢字に取り組みたい 

 － 転校・引越しによって、未習の漢字・計算問題がある 

 － 週末の定期的な学習習慣を身に着けたい 

 － 漢字検定試験の合格を目指して学習をしたい 

  

受講料は 4 週を以て 1 か月の料金と致します。1 か月の授業日数が 4 週に満たない場合(祝

祭日/講習会/月途中の入塾など)は、週割りでのご請求となります。ただし、受講料には諸経

費を含んでいるため、1 週あたりの受講料は、 1 か月料金の 1/4 とはならないことをご了

承ください。 



 

 

学年 教科 曜日 時間 受講料 使用教材 教材費 

中学 1 年生 

数学 月曜 
17:15-18:45 

(90min) 5 科総合 
IDR 6,700,000 

 
3 科総合(国数英) 

IDR 5,300,000 

2 科選択(国数英から選択) 
IDR 4,500,000 

単科選択(国数英から選択) 

IDR 2,700,000 

Sirius21 (メインテキスト) IDR 700,000 

国語 月曜 
19:00-20:30 

(90min) 

Sirius21 (メインテキスト) IDR 700,000 

漢字練習帳 ※中 1～3 共通 IDR 450,000 

英語 木曜 
18:30-20:00 

(90min) 

ウイニング(中 1) 

(メインテキスト) IDR 700,000 

理科・社会 金曜 
19:00-20:30 

(90min) 

i ワーク(中 1 理科) 
i ワーク(地理Ⅰ) 
i ワーク(歴史Ⅰ) 

 3 冊セット 

 計 IDR 1,50,000 

 月例テスト 土曜 午前 IDR 600,000 /月 - - 

▼「理科・社会」クラスについて 
 理科・社会は原則隔週で授業実施とします。ただし受講者の習熟度や日本人学校のカリキュラムに合わせて、調整をおこなうことがあります。そのため理社はセットでの
ご受講となります。また、理社クラスの受講者は、月例テストでの 5 科受験をお願いいたします。 

 

学年 教科 曜日 時間 受講料 使用教材 教材費 

中学 2 年生 

英語 月曜 
17:15-18:45 

(90min) 5 科総合 
IDR 6,700,000 

 
3 科総合(国数英) 

IDR 5,300,000 

2 科選択(国数英から選択) 
IDR 4,500,000 

単科選択(国数英から選択) 
IDR 2,700,000 

ウイニング(中 1) 

(メインテキスト) IDR 700,000 

国語 月曜 
19:00-20:30 

(90min) 

Sirius21 (メインテキスト) IDR 700,000 

漢字練習帳 ※中 1～3 共通 IDR 450,000 

理科・社会 火曜 
18:30-20:00 

(90min) 

i ワーク(中 2 理科) 
i ワーク(地理Ⅱ) 
i ワーク(歴史Ⅱ) 

3 冊セット 

 計 IDR 1,50,000 

数学 木曜 
18:30-20:00 

(90min) 

Sirius21 (メインテキスト) 

Jack21 (補助テキスト) 
各 IDR 700,000 

 月例テスト 土曜 午前 IDR 600,000 /月 - - 

▼「理科・社会」クラスについて 
 理科・社会は原則隔週で授業実施とします。ただし受講者の習熟度や日本人学校のカリキュラムに合わせて、調整をおこなうことがあります。そのため理社はセットでの
ご受講となります。また、理社クラスの受講者は、月例テストでの 5 科受験をお願いいたします。 

●●● 中学生 時間割・授業料・教材 ●●● 



学年 教科 曜日 時間 受講料 使用教材 教材費 

中学 3 年生 

英語 火曜 
18:30-20:30 

(120min) 
5 科受験総合 

IDR 8,600,000 
 
3 科受験(国数英) 

IDR 7,300,000 

 
2 科選択(数英) 

IDR 6,600,000 

2 科選択(数国 or 英国) 
IDR 5,300,000 

 
単科選択(数 or 英) 

IDR 4,300,000 

単科選択(国) 

IDR 2,700,000 

ウイニング(メインテキスト) 

長文読解錬成 発展編 (補助テキスト) 

実力完成問題集 (受験テキスト) 
各 IDR 700,000 

英語演習 土曜 
10:30-11:30 

(60min) 

数学 金曜 
16:45-18:45 

(120min) 
Sirius21 (メインテキスト) 

Jack21 (補助テキスト) 

実力完成問題集 (受験テキスト) 
各 IDR 700,000 

数学演習 土曜 
11:45-12:45 

(60min) 

国語 金曜 
19:00-20:30 

(90min) 

Sirius21 (メインテキスト) 

実力完成問題集 (受験テキスト) 各 IDR 700,000 

漢字練習帳 ※中 1～3 共通 IDR 450,000 

社会 土曜 
13:30-14:30 

(60min) 
i ワーク(公民) 

i ワーク(歴史Ⅲ) 
IDR 700,000 

理科 土曜 
14:40-15:40 

(60min) 
i ワーク(中 3 理科) 

 2 冊セット 

計 IDR 800,000 

 月例テスト 土曜 午前 IDR 600,000 /月 
 

 

 

▼「英語演習」「数学演習」について 

 受験学年となる中学 3 年生では、問題演習時間を確保するため、演習クラスを設置しています。平日の「英語・数学」クラスをご受講の場合、原則必修受講とな

ります。受験予定のないインター生は個別でご相談ください。上記受講費の数学・英語は、「数学演習」「英語演習」を含んだ料金となっています。 

 

▼土曜日実施のクラスについて（英語演習・数学演習・理科・社会） 

月に 1 度、月例テストの実施があるため、月例テスト実施週は土曜日クラスの授業はありません。ただしテスト終了後、テストのやり直し、その他学習、寺子屋へ

の参加を必須とします。学校行事等により、時間割変更を行わないこともあります。 

 

 

  
受講料は 4 週を以て 1 か月の料金と致します。1 か月の授業日数が 4 週に満たない場合(祝

祭日/講習会/月途中の入塾など)は、週割りでのご請求となります。ただし、受講料には諸経

費を含んでいるため、1 週あたりの受講料は、 1 か月料金の 1/4 とはならないことをご了

承ください。 

※ 中学 1～3 年生 国語 の受講者は「漢字練習帳」の購入が必要です。 

漢字練習帳は 3 年間使用するので、すでに購入済みの場合、再度購入の必要はございませ

ん。 

中 3 受験生のテキストはカリキュラムの進捗に合わせてお渡しします。 

テキストをお渡しした月の受講費に含めてご請求いたしますので、ご注意

ください。 

上記受講費の数学・英語は、 

「数学演習」「英語演習」を含んだ

料金となっています。 

現在、日本ジャカルタ間の郵送費が非常に高騰しており、教材テキストの在庫が限られてお

ります。一部の学年・教科は、在庫不足のため、コピー・テキストで対応をさせて頂きます。

その場合、教材費は記載の料金とは異なります。 



 

 

学年 授業 曜日 授業日時 受講料 教材費 

全学年 

（小・中・高） 

英語 Basics 

（4～3 級程度） 
隔週金曜 

16:30-17:30 

(60min) 
その他講座との併受講の場合(個別授業は除く) 

月 4 回の受講（2 クラス受講） 

IDR 1,800,000 

月 2 回の受講（1 クラス受講） 
IDR  900,000 

 

英検クラスのみの受講 

月 4 回の受講（2 クラス受講） 

IDR 2,200,000 

月 2 回の受講（1 クラス受講） 

IDR 1,100,000 

指定テキストなし 

※プリント教材（教材費は受講費に含む） 

生徒の習熟度によって教材をご提案すること

がございます) 

英検 3 級 対策 隔週金曜 
16:30-17:30 

(60min) 

英検準 2 級 対策 隔週金曜 
17:45-18:45 

(60min) 

英検 2 級 対策 隔週金曜 
17:45-18:45 

(60min) 

英検準 1 級 対策 
 

個別授業での対応 

（要事前相談） 
1 時間あたり IDR 700,000 

▼原則各クラス隔週の授業実施（月 2 回）となります。授業月によっては、曜日を変更して授業実施を行うクラスもございます。詳細は「英検クラス授業実施予定表」を
ご参照ください。 

▼英語クラスの受講選択は必ず事前に担当講師にお問い合わせください。より総合的な英語力を身に着けさせるために、生徒の習熟度(リスニング、長文読解、語彙など)を
鑑みて、英検受験級に関わらず以下のようなご受講の提案をすることもあります。 

▼すでに合格している級であってもご受講が可能です。（例：英検 3 級を合格済みだが、「3 級クラス」を受講） 
▼2 クラス受講ということも可能です。（例：2 級クラスと準 2 級クラスを受講して、月 4 回の授業） 

 

 

学年 授業 授業日時 受講料 

全学年 

（小学生・中学生・高校生） 
個別授業 

日程調整いたします。 

（要事前相談） 

1 時間あたり 

小学生・・・IDR 600,000 

中学生・・・IDR 650,000 

高校生・・・IDR 700,000 

受験生・・・IDR 700,000 

※受験生： 中学受験、高校受験、転編入試験を前提とした個別授業 

 

全学年 

（小学生・中学生・高校生） 
寺子屋 

土曜 午後 

（週によって講師の空き状況が異なります。） 
塾生 追加費用不要 

 

●●● 英語検定対策 時間割・授業料・教材 ●●● 

●●● 個別授業 時間割・授業料・教材 ●●● 



 

 

 

ＫＯＭＡＢＡでは毎月（3月を除く）、第 1 または第 2週目の週末に月例テストを行っています。 

対象生徒 テスト実施教科 備考 

中学 3年生 

（各 50分） 

日本人学校生 必修 
国語 数学 英語 

理科 

(希望者) 

社会 

(希望者) 

●受講科目に関わらず、中学生は国語・数学・英語の

3 科目、小学生は国語・算数の 2 科目が必修受験

となります。 
●小 5 以上で理科・社会の受験希望者は別途ご相談

ください。（料金は同じです） 

●3月は全学年とも月例テストの実施がありません。 

●中学 2 年生 8 月以降のテストでは志望校判定が出
されます。 

●小学1～3年生は月によってテストの実施がない場合

があります。(下記参照) 
 

インター生・現地校生 選択 

中学 1・2 年生 

（各 40分） 

日本人学校生 必修 
国語 数学 英語 

理科 

(希望者) 

社会 

(希望者) インター生・現地校生 選択 

小学 5～6年生 

（各 40分） 

日本人学校生 必修 
国語 算数 

理科 

(希望者) 

社会 

(希望者) 
 

インター生・現地校生 選択 

4 年生 

（各 40分） 

日本人学校生 必修 
国語 算数    

インター生・現地校生 選択 

小学 1～3年生 

（各 30分/40 分） 

日本人学校生 

インター生 

現地校生 

選択 国語 算数    

 

 
⚫ 上記にて「必修」の生徒は別途お申込みの必要はありません。「選択」の生徒は、別途お申込みが必要です。インター・現
地校生の受験は選択となっていますが、日本の学校の受験・転入をお考えの方には、月例テストの受験を強くお勧めいたしま
す。 
⚫ 学習習慣の定着を図るため、テスト終了後の寺子屋の時間を活用し、質問、間違えた問題のやり直しなどに積極的に取り
組んでください。 
⚫ 月例テストの受験は受講科目に関わらず、小学生は国算 2科、中学生は国数英 3科となります。 
⚫ ご家庭の都合でテスト実施日に受験ができない場合、事前受験日を設けています。 
⚫ テスト会社への申し込みは前月にしなくてはならないため、当月になってからのキャンセルはできないことをご了承ください。 
 
 

 

日本人学校に通う中学生および小学生(高学年)は、原則必修受験とさせて頂きます。 

選択受験の生徒も学習状況、理解度、定着度を正確に把握するため、受験されることをお勧めいたします。 

日本の学校が授業内で実施するテストとは異なり、広い範囲から問題が出題されるため、総合的な力が試されます。 

ご受験に迷われる場合は、お気軽にご相談ください。 

 

●月例テスト実施月● 

 
4

月 

5

月 

6

月 

7

月 

8

月 

9

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1

月 

2

月 

3

月 

小 1   〇  〇   〇  〇   

小 2 〇  〇  〇   〇  〇   

小 3 〇  〇  〇   〇  〇 〇  

小 4 
以上 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

●●●月例テスト●●● 



 

 

 

ジャカルタ州内の制限がなく教室での受講が可能な場合、バス運行を行います。教室受講、バス利用を検討している方は個別でお知らせください。 

 

エリア アパートメント 片道 1 回あたり 
すべての曜日、時間割に対してバスが運行されるわけでは

ございません。バス運行は非常に限られているため、利用希

望のあったときに、運行が可能か確認いたします。また、複

数の方から同時間帯での希望があった場合、乗降エリアに

よっては、運行が不可、もしくはバス乗車時間が非常に長く

なってしまうということがあります。 

可能な限りご家庭車での通塾をお願いいたします。 

地区 A Gandaria 
Pakubuwono 

Pakubuwono View,  Pakubuwono Residence, 

Botanica, Gandaria Heights, 1Park Residence etc 
IDR 50,000 - 

地区 B Senayan Senayan Residence, Aprt. Plaza Senayan etc IDR 60,000 - 

地区 C Pondok Indah Pondok Indah Golf Aprt etc IDR 75,000 - 

地区 D Cilandak Blanze Simatupang etc IDR 85,000 - 

JJS 発  JJS 発の塾バスは、学校側への乗入れ申請が必要なため、 

希望者がいた場合、学校との調整を行います。 
IDR 80,000 - 

      ※その他地域の塾バス利用は要相談。 

 

    塾バス利用の申込・変更は、遅くても 3日前までにお願い致します。急なご利用申込はお受けできないことがございます。また、すべてのご利用希望にそえるわけではございません。ご 

    利用希望の曜日・時間・アパートによっては、運行ができないこともあります。 

    直前でのキャンセルは、塾バスを利用されたとして、料金をご請求させて頂きます。 

  

●●● 塾バス 運行 ●●● 

JJS への塾バス乗り入れは、塾から学校側への申請が必要です。 

2022 年 3 月末現在、JJS のスクールバス発車時刻、部活動の有無などが未確定とのことです。 

そのため、塾バス乗り入れ許可についても保留中です。 

 

塾バス利用を検討されている方は、利用希望である旨を事前にお知らせください。 

（JJS 乗り入れの際、乗車人数の制限などがつく場合があります。） 



 

 

◆ 専用フォームからの送信を以て入塾手続きは完了となります。ご請求書は、申し込み完了後、作成を行い、メールにてお送りいたします。（初回授

業の前にお支払いの必要はございません） 

◆ 受講料は、諸経費(施設使用料など)を含んだ金額です。 

◆ 受講料は 4週を以て 1 か月の料金と致します。1 か月の授業日数が 4週に満たない場合(祝祭日/講習会/月途中の入塾など)は、週割りでのご

請求となります。ただし、前述の通り受講料には諸経費を含んでいるため、1週あたりの受講料は、 1 か月料金の 1/4 とはならないことをご了承くだ

さい。（金額の詳細は個別でお問合せ下さい） 

◆ 体調不良、ご家庭都合による欠席は、受講料の割引対象外となります。また基本的に振替授業の実施もございません。欠席した授業のフォローアッ

プは、週末の寺子屋の時間にて行います。担当講師にご相談ください。 

◆ インフルエンザ、コロナウイルス感染症の流行や治安情勢などにより授業の開講が難しいと判断された場合にはオンラインでの授業開講とさせていただ

きます。その判断基準については、在インドネシア日本大使館からの情報や、日本人学校の判断を参考に致します。授業課題についてはメールや郵

送でお渡しし、指示を出すなどの対処を取らせて頂きます。また、その場合の授業料の返金は致しかねますので、予めご了承ください。 

◆ 受講科目や塾バス利用の変更、休退塾の申請などは、原則的に前月までにご連絡ください。特に、月の途中での急な変更について返金は致しかね

ますのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●ご入塾手続き●●● 

QR コードよりアクセスしてください 

https://forms.gle/J1ZSWFCBJHUfJJ9q6 

※受験生、個別授業受講者は、志望校や習熟度に合わせてテキスト

をご購入いただくことがございます。 

受講料 
バス料金 
（利用者） 

月例テスト 
（受験者） 

入塾金 
150 万ルピア 

テキスト 
教材費 

月々のお支払い 初回費用 

学年の途中でその他の費用はかかりません。※講習会を除く 

※ 

テキスト・教材について 
 現在インドネシア・日本間の郵送費が非常に

高騰しており、輸入制限があるため、お渡しでき

るテキストに限りがございます。在庫不足の場

合、コピーテキストをお渡しさせて頂くこともござい

ます。ご了承ください。（料金は通常テキスト代と

は異なります。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gakusyujuku Komaba Jakarta 

 

入塾相談 無料体験授業   随時お申込み受付中！ 

Fuji Biru 3rd Floor, Jl. Ciputat Raya No.335A, 
Kebayoran Lama Utara, Kby Lama, Jakarta Selatan 12240 

tel: 021 2793 9364 / 0812 1837 4419 

Mail: jakarta-komaba@cradle.asia 

   

 


