
ようこそ、italkiの先生！
italki TeacherCommunityにご参加いただきありがとうございます。このガイドは、あなたが素晴らしく
生産的なスタートを切るための一般的な情報を提供する目的のものです。
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教師の行動規範
プラットフォームでの授業を楽しんで確実にするために役立つ、私たちが共有している特定のルール

とポリシーがあります。詳細については、上記のリンクをご覧ください。

プロファイルの設定

1. レッスン
すべてのレッスンは1対1です。グループレッスンは現在ご利用いただけません。

● ●https://teach.italki.comにアクセスし、[教師の設定]> [レッスンと空き状況]> [レッスンの管
理]に移動します。ここで、「レッスンの作成」をクリックして、関連するすべての場所に入力す
る必要があります:

a. タイトル：レッスンの主な目的を表す名前を選択してください（例：調和された語彙を
使った会話英語、初心者向けの北京語など）

b. 説明：ここでは、あなたのレッスンを際立たせる重要な詳細を指摘した要素がありま
す。

c. 学生の言語レベル：A1（初心者）- C2（上級/熟練）。
d. 「カテゴリ」と「レッスンタグ」を設定します。
e. 料金はレッスンごとに設定されています
f. さまざまな種類のレッスン時間（30分/ 45分/ 90分）を提供することをお勧めします60
分のレッスンは必須であり、選択を解除することはできません。

g. パッケージ：ここでは、個別レッスンではなくパッケージを購入するように促すために、
将来の学生に割引を提供する機会があります。

プロの教師 コミュニティーチューター

最低及び最高の授業料
（パッケージを含む）

１レッスン当たり１０～８０米ド
ル

１レッスン当たり５～８０米ドル

最大コース数 指導言語ごとに６コース 指導言語ごとに３コース

レッスンカテゴリオプション 一般・会話練習・ビジネス・試
験準備・子供

一般・会話練習

*一般と会話の練習は、学生に最も人気のあるレッスンタイプの二つです。

2. トライアルレッスン

すべてのトライアルレッスンは30分で、無料ではありません。競争力のある価格で設定してください。
トライアルレッスンは、次の理由から強くお勧めします。

● 新しい学生を引き付けるのに最適な方法。

● 学生と知り合う機会。

● あなたの指導スタイルを示し、学習計画について話し合うために使用できます。

● そして最も重要なことは、誠実な学生を獲得するための最初のステップです。

3. レッスンの準備

● よく準備されたレッスンは、常に素晴らしい第一印象を残します。

https://support.italki.com/hc/en-us/articles/215325898-italki-Teacher-Code-of-Conduct
https://teach.italki.com


● 教師がレッスンの準備ができていれば、学生はそれを見て感謝します。

教師連絡フォーム　学生のニーズと目標を理解するのに役立ちます。

● 接続問題を避けるために、レッスンの前に学生と連絡を取り接続します。

4. 予約時間
● レッスンはあなたの選択をもとに、2、6、12時間前に予約できます。
ここで設定します：レッスンリクエストウィンドウ　詳細については、上記のリンクをご覧くださ

い。

5.レッスンリクエスト
● italkiは学生を教師に割り当てません。学生があなたの授業に興味を持っているなら、「先生
を探す」リストで探し、レッスンを予約します。

● レッスンのリクエストは、48時間以内またはレッスンの開始時間前までに、教師が承認、拒
否、または変更する必要があります。さもなければ有効期限が切れます。

● レッスンリクエストを変更または拒否しても、それが頻繁な行動でない限り、アカウントに影響

はありません。

6.レッスンのスケジュール変更とキャンセル
● レッスン開始時間の24時間以上前：スケジュール変更やキャンセルが可能です
● 生徒と教師が同意した場合（これはitalkiプラットフォームを介して行う必要があります）。
● レッスン開始時間の24時間以内：レッスンの開始時間前にスケジュール変更やキャンセルは
できません。

● レッスン終了時間が経過したら、「問題が発生しました」をクリックし、解決オプションを選択し

ます。

● 詳細については、上記のリンクをご覧ください。

7.欠席
● 生徒に事前に通知せずにレッスンを欠席すると、プロフィールが

● 「教師を探す」リストから非表示になるか、欠席した授業回数に応じて無効になります。

8.レッスン修了確認
● レッスンに使用するビデオプラットフォームに関係なく、レッスン終了時間後、学生は

● 3日以内にレッスンを確認する必要があります。そうでない場合は3日後に自動的に確認され
ます。

9.レッスンへの招待
● レッスンの招待状で、既存の生徒を招待してレッスンを行うことができます。

10.パッケージ
● パッケージを設定して生徒に提供することを忘れないでください。

● レッスンパッケージの学習計画を準備すると、誠実な生徒を維持するのに役立ちます。

● 詳細については、上記のリンクをご覧ください。

教師のカレンダー

https://teach.italki.com/console/profile
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020340054-Lesson-request-policy#:~:text=Students%20can%20request%20any%20lesson,start%20time%2C%20whichever%20comes%20sooner.
https://teach.italki.com/console/lessons
https://www.italki.com/teachers/
https://www.italki.com/teachers/
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/360020529954-Lesson-Policy
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900003688846--Confirm-a-Lesson-and-Leave-Lesson-Feedback
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900000107266-What-is-Lesson-Invitation-and-how-do-I-use-this-feature-
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900003304686-What-is-a-Package-


●「教師の設定」から、教師のカレンダーも設定する必要があります。
a. カレンダーは、設定したタイムゾーンに基づいています。学生があなたのカレンダーを見たと
き、彼らは彼らのタイムゾーンに基づいてあなたの空き状況を確認します。

b. 授業時間の最低条件はありません。あなたのプロフィールは、予定されているレッスンがな
い場合は影響を受けません。

c. クラスの合間に休憩（30分の休憩など）を設定したり、レッスン時間に数分の休憩を含めるか
どうかを学生と一緒にコミュニケーションをとったりすることができます

d. レッスンの時間割（予定されたレッスン）をiCalendarフィードを使用したGoogleまたはAppleと
同期できます。

e. 詳細については、ここをご覧ください。

休みを取る/休暇
a. 休暇を取ることができる時間に制限はありません。
b. 休暇を取る前に、予定されているレッスンと未完成のパッケージについて、学生とあなたが連
絡を取り合いることを確認してください

c. あなたができること：
i. 空き状況の設定を更新する。
ii. カレンダーを整理する：時間範囲を削除する

i.    休暇をオンにする：カレンダーを閉鎖する
レッスンとカレンダーを設定すると、プロフィールがすぐに「先生を探す」リストに表示されます。

アカウント
● italkiの承認が（数日以内に）必要な紹介動画や自己紹介など、承認後にプロフィールを更新
できます。

● コミュニティチューターの場合、教育資格または免許を持っているなら、プロフィールをプロの

教師に更新できます。

デバイスとコミュニケーションツール
通常、あなたはコンピュータ上であなたのレッスンを行うことができます。レッスンの種類に応じて、携

帯電話またはiPadでもレッスンを実施できます。

コミュニケーションツール
italki Classroom、Skype、Zoom、Googleハングアウト、FaceTime、WeChat、またはQQを使用して
レッスンが実施できます。ここで自分の好みを設定できます。

学生がSkypeなどの外部ツールを選択した場合、教師としてのあなたが学生を友達/連絡先として追
加する責任があります

あなたが本人であることを100％確認してください。

また、技術的な問題が発生した場合に備えて、教師がバックアップツールを準備することをお勧めし

ます。

https://teach.italki.com/settings/account
https://support.italki.com/hc/ja/articles/360020301794-%E6%95%99%E5%B8%AB%E3%81%AE%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%92%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-
https://teach.italki.com/console/lessons
https://teach.italki.com/apply/step/1
https://support.italki.com/hc/ja/articles/900002978646-%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%8C%E4%BD%BF%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-


詳細については、上記のリンクをご覧ください。

italkiクラスルーム
● 無料でご利用いただけます。ダウンロードやサインアップは必要ありません。

● italkiのウェブサイトとitalkiアプリで入手できます。 Chrome、Firefox、Safari（13以上）で動作し
ます。

● メッセージやファイルを送信したり、画面を共有したりできます。

● 教師向けのitalkiクラスルームガイダンス
● ビデオによる指導

自分を売り込む方法
1.リーズナブルな価格を設定する

日本語 　　プロの教師 コミュニティチューター

一般 1時間当たり19米ドル～23米ドル 1時間当たり11米ドル～15米ドル

会話練習 1時間当たり16米ドル～20米ドル 1時間当たり11米ドル～15米ドル

ビジネス 1時間当たり18米ドル～22米ドル 　　　　ー

試験準備 1時間当たり19米ドル～23米ドル 　　　　ー

こども 1時間当たり26米ドル～30米ドル 　　　　ー

*コミュニティチューターは、ビジネス、試験準備、または子供向けのレッスンを提供することはできま
せん。

2.レッスンのピーク時間を提供する
学生を引き付けるには、学生にとって都合の良い時間に利用できる必要があります。こちらが

英語圏の学生のための上位4つのレッスンのピーク時間（UTC +0）のリストです。

　　市場（学生の居住国） 　　　レッスンのピーク時間（UTC+0）

　　　　アメリカ 00:00~04:00, 23:00~24:00

　　　　　日本 00:00~13:00

　　　　イギリス 06:00~14:00, 16:00~19:00

　　　　　中国 00:00~14:00

3.コミュニティ
コミュニティは、学生が言語を練習するための無料の場所です。

https://support.italki.com/hc/ja/articles/360020513473-%E8%AC%9B%E5%B8%AB%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AEitalki-Classroom%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89
https://filemanager-static01.italki.com/italki_classroom_tutorial_final_eng_subs.mp4
https://www.italki.com/community/for-you


学生が練習を訂正し、質問に答えるのを支援することで、教師は、プロフィールにより多くの行き来を

もたらす露出ができます。

また、italkiは教師がコミュニティで取り上げられるのを助けるためにさまざまなイベントを開催してい
ます。

ただし、教師はコミュニティを使用してプロフィールを宣伝したり、無料のレッスンを提供したり、学生

を募集したりすることはできません。

4.ソーシャルメディア
italkiの教師プロファイルリンク（例：https://www.italki.com/teacher/12345) をソーシャルメディアに売
り込むことができます

詳細については、ここをクリックしてください。

手数料
Italkiは、完了したレッスンの手数料として、トライアルレッスン料を含んだレッスン料金の15％を受け
取ります。

支払い
1.お支払い方法と取引手数料

　支払方法 　　料金（支払いプロバイダーによる請求）

Paypal 受取金額の2%（為替相場は国によって異なる）

HYPERWALLET
（全ての教師にあたはまらない）

受取金額の1.5%（為替相場は国によって異なる）

Payoneer 送金ごとに３米ドルの定額料金

銀行送金（Payoneer経由） 米国の銀行への米ドル振込の場合：1.5米ドルの定額料金
現地通貨の銀行振込がある国への米ドル送金の場合

現地通貨で受け取る：３米ドル定額料金+
Payoneerの為替相場（金額の約2％が必要な通貨に応じて送金
される）

他の全ての国への米ドル送金の場合：15米ドルの定額料金。
追加の仲介銀行手数料または付加保険料が適用される場合が

あります。

SWIFT銀行振込は、現地通貨ルートが有効な国にはご利用いた
だけません。

2.支払いの時間帯
引き出しは月に2回処理されます。

リクエストを・・・に送信すると 支払いが・・・に送信されます

https://www.italki.com/teacher/12345
https://support.italki.com/hc/en-us/articles/900001010946-How-do-I-promote-my-profile-using-social-media-
https://support.italki.com/hc/ja/articles/206352068-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%A7%E6%95%99%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%AE%E3%81%AB%E6%96%99%E9%87%91%E3%81%AF%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%82%8B-
https://support.italki.com/hc/ja/sections/360004301053-%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B


月の１日から１５日まで １６日から２６日まで（遅くとも２６日まで）

月の１６日から３０か３１日まで 次の月の１日から１０日まで（遅くとも１０日まで）

3.クレジットの送金
学生としてレッスンを受けている場合も、教師のお財布から同じアカウントの学生のお財布にクレ

ジットを送金できます。

税務報告
あなたは、個人事業主の収入として、これを報告する責任があります。 italkiは、この目的のための
特別な税務報告フォームを提供していません

詳細については、上記のリンクをご覧ください。

サポート
● 要望を送信して、カスタマーサクセスチームに連絡してください。

● よくある質問と最良の指導については、教師の基礎知識で調べてください。

● 教師フォーラムで他の教師から助けを得たり、アイデアを交換したりできます。

https://support.italki.com/hc/ja/articles/206351828-italki%E3%81%A7%E7%A8%BC%E3%81%84%E3%81%A0%E5%8F%8E%E5%85%A5%E3%81%AE%E7%A8%8E%E9%87%91%E3%82%92%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%86%E3%81%99%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%82%88%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99%E3%81%8B-
https://support.italki.com/hc/en-us
https://support.italki.com/hc/en-us/community/topics

