


韓日社会文化フォーラム 

 韓日社会文化フォーラム(以下、韓日フォーラム)は、韓国

の外務省に登録された非営利民間団体で、日韓問題をめ

ぐる正確な情報と多様な意見を自由に交換するための場と

して1999年に作られた団体です。「韓日フォーラム」は、日

韓の多様なグループ間の対話を実現するため、日韓

ジャーナリストフォーラム等、各種のフォーラムを開催して

きました。2006年には実質的な相互理解と交流事業を重

点事業とするために組織を立て直し、日本の自治体やNＧ

O・NPOと協力して日韓文化交流を行うようになりました。

大学生インターンシップ、ボランティア、ホームステイ、高校

生交流、スポーツ交流、ワーキングホリデーなどの実施を

通じて日韓文化交流を行って来ました。 

 



コリアプラザひろば 

 「コリアプラザひろば」は、韓日社会文
化フォーラムの主催する国際交流事
業を主管して実施するために作られ
た株式会社です。2014年６月からは

「マンツーマン韓国語サポート」を運営
しています。これは、韓国に長期滞在
されている日本人の方々を対象に無
料マンツーマンで韓国語勉強と生活
サポートをする韓国人のボランティア
活動です。 

http://www.korea-plaza.com/
http://www.korea-plaza.com/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E9%9F%93%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/


アジア希望キャンプ機構 

～アジア希望キャンプとは～ 

韓国人と日本人が一緒に合宿をしながら、アジア各地で環境、
開発、平和、教育に関するボランティア活動を行うプログラム
です。 

 

災害を超えて未来へ世界へ、アジア希望ボランティアキャンプの旗揚
げを 

アジア希望キャンプのきっかけとなったのは、2011年3月11日の東日本大震災
です。2011年7月に宮城県の南三陸と気仙沼で日韓の若者と被災地の住民が
参加し、｢日韓ボランティア・フォーラム｣が開催されました。そこで貧困に苦しん
でいたり自然災害に見舞われたアジアの地域に希望を与える｢アジア希望キャ
ンプ」が発足されました。 

 

韓国の大学生と、開発途上国でボランティアを！ 

最大の特徴は、韓国人学生と一緒に海外体験をするという点です！日本・韓国
を飛び出して自分の力を試す絶好のチャンスです！アジア各地で、韓国人と交
流してみませんか。ボランティアや体験、日本人・韓国人が一緒に行う、様々な
プログラムを用意しております。 



多様な交流プログラムの 

コーディネート 

～希望に応じた国際交流をコーディネートします～ 
 

姉妹都市間の交流活性化をプロデュース！ 

☆せっかくの姉妹都市と交流協定を結んでいるのに、限られた交
流にとどまっていませんか。もっと多くの国際交流を通じて、地域
活性化と観光促進を図ってみませんか。多様な日韓交流コーディ
ネートの実績を持つ韓日フォーラムが丁寧にプロデュースします。 

 

“日本の教育プログラムを韓国に発信！” 
★ 日本の大学で日本語コミュニケーション、文化研修プログラムを 

  韓国研修学生が受講！ 

 

“韓国修学旅行コーディネート” 
★ 旅行会社では扱えない細かい御要望に応じた修学旅行プラン 

  を御提供します。御希望に応じたオリジナルな韓国修学旅行、 

  韓国でのホームステイと家庭訪問、韓国農作業体験、韓国の高 

  校・大学との学生交流のプランを御提供しています。 

                                            
など、ジャンル問わず多様な交流をコーディネートします。 

NPO団体や市民団体からのご要望にもお答えします。 

例えば、日韓の交流都市間で夏まつりを開催！ 

ホームステイ、ボランティア、文化遺産視察、学校訪問、文化体験、 

セミナーなど様々な交流を組み合わせてご提供します。 

場所は韓国でも日本でも構いません。 



～日本と韓国にて 

世界中のボランティアワーカーを募集し 

ボランティアワークキャンプを開催します～ 

 ユネスコ世界文化遺産にてボランティア活動 

 医療施設（リハビリセンター等）にてボランティア活動 

 韓国農家体験 ボランティア活動  

 地震被災地でのボランティア活動 

 東北地方にて定期的にボランティア活動 

  フォーラムを実施中 

 ユネスコ世界文化遺産にてボランティア活動 

 海岸清掃活動ボランティア  

 島根県海岸にて漂着物回収の高校生ボランティア交流 

 

 

その他 日本、韓国と双方で
世界中のボランティアワー
カーを募り、多様なボランティ
アプログラムを開催します。 

 



韓国インターンシップ 

紹介サポート 

～韓国でのインターンシップや就業先をご紹介します～ 

韓国のNGO団体が、あなたの力を必要としています！ 

韓国のNGO活動を通してかけがえのない経験をして 

みませんか？ ぜひ一度お問い合わせ下さい！！ 

 

インターンシップ機関と仕事 

 国際交流団体のスタッフ 

 中高校と大学の日本語補助教師 

 ホテルと旅行会社のガイド 

 ボランティア団体のスタッフ 

 幼稚園と小学校の補助教師 

 政府機関と公共機関 

就労ビザ取得のためのアドバイス 手続き代行等も行ないます。 

まずは、ご相談下さい。韓国で働いてみたい！もっと韓国語を
話す機会がほしい！興味のある方、ご連絡下さい！！ 

 



韓国ビジネス現地サポート
サービス 

～韓国での企業進出と韓国接続事務所、韓国デスク、 

                                             個人投資などサポートいたします～ 

 

 

 

専門家とのネットワーキング 
 

韓国での各産業分野の関連機関、専門家をご紹介します。 

• ビジネス情報の提供 （韓国企業のパートナー・取引先探し） 
• 韓国に販路を拡大したい方々に、現地代理店のご紹介や、 

   現地での販売促進のサポート 

• 韓国での国際展示会への出展サポート 

• 韓国の取引先とのFAX・メール等の翻訳 

• 現地業務代行、韓国での現地業務代行  

• 韓国内のレンタカー手配 

• 現地での通訳手配 

• 韓国の相手先とのアポイント連絡代行 
 

ビジネスコンサルティング 
・韓国で創業、投資をお考えの方々へ創業手続き関連機関をご紹介します。 

・有望分野のリサーチ、創業手続きを代行します。 

・韓国からの撤収をおお考えの方々にソウルデスクをご提供します。 

ご要望に応じたサポート
をさせていただきます 



韓国医療ツーリズム 

コーディネート 

～韓国での高度先進医療、美容整形、不妊治
療まで幅広くご案内します～ 
韓国政府は2009年からメディカルツーリズムの普及を国を
挙げて始めています。すでに世界各国から年間200万人が
韓国の医療機関にて健康診断や治療を受けています。 
 

 

韓国の医療ツーリズムの特徴 
～レベルの高い医療医療技術を安全に受けていただくために～ 

 2009年から治療目的で滞在する外国人の為の 

 「医療ビザ」を発給開始 

 医療法を改正し、外国人誘致する医療機関は登録登録を 

     義務付け、専門医の配置、病床の確保、医療通訳士の 

  配置を徹底しています。 

 美容整形医療施設が豊富 

 健康保診断や漢方医学なと幅広い分野で実施 

 医療事故対策やアフターケアの充実（保険加入など） 

※医療ツーリズム専門機関、 医療機関のご紹介
や医療ビザ取得に関する質問などお気軽にお問
い合わせ下さい。 
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アクセス 

 1．地下鉄１号線市庁駅１番出口より徒歩１分 

 2．地下鉄２号線市庁駅12番出口より徒歩２分 

 3．徳寿宮頂門すぐ横の建物です。 

【韓日社会文化フォーラム/ KOREA PLAZA ひろば】 
 住所 ：韓国ソウル特別市中区徳寿宮路９番地202号 

 TEL : + 82 -2 - 738 - 4649  ｌ  FAX：＋ 82 - 2 - 738 - 2004 

 Email : acopia.japan@gmail.com 

 WEB : www.korea-plaza.com 



ソウル公演芸術高校 
～パンフレット～ 



 





































留学費用 
ソウル公演芸術高校 

料金に含まれる内容 
 
■留学手配・代行とガーディアン※１ 
■学校手配・仲介 
■韓国の高校との連絡 
■必要書類・手続きの代行 
■渡韓当日の空港から滞在先への送迎 
■面接試験の練習と当日同行 
■授業料、給食費、制服代金など学校でかかる諸費用のご案内 
■学校のスクールハンドブックやパンフレットの請求 
■1日から2日学校体験の手配（正式に入学が決まった場合） 
■韓国滞在ビザを取得するための「在留資格認定書交付申請」の申請 
■親に代わる保証人(ガーディアン)として学校との コミュニケーション 
 （学校に通うためのクラブ活動、時間割作成、家からの安全通学、  年中行事の日程と修学旅行の参加費用  
  など、韓国留学の間、学校訪問など） 
■ソウル滞在期間中の韓国語サポート（韓国語個人レッスン） 
■韓国の中高生たちとの交流会※2 
■24時間緊急対応（入学後１ヶ月） 
■ホームステイ先紹介※長期留学の場合には、最初の3ヶ月間はﾎｰﾑｽﾃｲをお勧めしています。 

※1 学校手配＆韓国留学中の保証人(ガーディアン) 
学校手配と入学案内のみではなく、留学期間の学校生活と普段の生活安全までをサポートするガーディアン(韓
国での保証人・世話人)として務めさせて頂きます。  
お子様に良い留学生活を送っていただけますよう精一杯励ませていただきます。 
中高生(未成年者)の長期留学の依頼においては、保護者の方と十分に相談した上で申し込んで下さい。 
※2 韓国の中高生たちとの交流会毎週土曜日の10時から13時まで、ひろばラウンジで韓国の中高生たちとの
交流会を開催していますので、いつでも自由参加できます。 

短期留学 1ヶ月  2ヶ月 3ヶ月 

留学手配 100万W 

ガーディアン 100万W 

ホームステイ 120万W 240万W 360万W 

学費 43万W 86万W 130万W 

制服・教材 40万W 40万W 40万W 

計 403万W 566万W 730万W 

約40万円 約56万円 約73万円 

長期留学 6ヶ月 1年 

留学手配 200万W 

ガーディアン 300万W 

ホームステイ 

3ヶ月 
360万 360万 

下宿（3,9ヶ月） 180万W 540万W 

学費 260万W 500万W 

制服・教材 40万 40万 

計 1,340万W 1,940万W 

約134万円 約194万円 ※日本円は大体の目安です。 

※航空チケット、昼食、おこずかい代等は含まれません。 

http://www.korea-plaza.com/%E9%9F%93%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B9%E3%83%B3/


韓国中高生留学の 

お問い合わせ先 

【韓日社会文化フォーラム / KOREA PLAZA ひろば】 

 
  TEL : + 82 -2 - 738 – 4649 

  FAX : + 82 - 2 - 738 - 2004 

  Email : acopia.japan@gmail.com 

  WEB : www.korea-plaza.com 

 


