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韓日社会文化フォーラム 
アジア希望キャンプ機構 

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NＧO・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。 

 

 

 
～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。 



コリアプラザひろば 

「コリアプラザひろば」は、アジア希望キャンプ機構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。 

留学中には、この“ひろば“にて韓国語のグループレッスンやマンツーマンレッスンが受けられます。

教科書を使った授業だけではなく、学生のレベルや目的に合わせた授業が可能。KPOPコースでは、

オーディションに特化した授業が受けられ、オーディションの為の韓国語・KPOPダンス・KPOPで韓

国語（人気KPOP曲を使っての発音や発声レッスン）をご用意しております。 



 



 



 



「ACOPIA ENTERTAINMENT」は、KPOPスターを目指す留学生のために立ち上がったKPOPに特

化したエンターテインメント会社です！ KPOPに特化したツアー「KPOPキャンプ」、オーディショ

ンのための「スタートレーニングキャンプ」、芸能事務所を集めたアコピア合同オーディションなど

の企画・実施、韓国国内の事務所公開オーディションサポート（エントリー代行・同行・契約代行・

契約交渉）など、KPOPが好きな未来のスターたちをたくさんサポートしています！ 

アコピア合同オーディションやアコピアオーディションサポートによって、 

たくさんのK-POP練習生が誕生しました！ 
 



ACOPIA SCHOOL 

韓国の高校に通いたい！ 

でもどうやったら通えるの？交換留学？編入学？ 

  

現在、アコピアで日本人向けにご案内している留学スタイルは３つ  

  

①アコピアスクールにてKPOPに特化した留学！ 

⇒中学生以上なら誰でも1ヶ月～留学可能です！ 韓国語の授業をメインに、ダンス・歌・オー
ディション授業を受けられます！ 

KPOPアイドルを目指している子にピッタリの留学スタイル  

※入学試験なし！初心者大歓迎！中学生以上ならだれでもいつでも留学可能！ 

  

②韓国の高校に交換留学！ 

交換留学とは…日本の学校に在籍しながら韓国の学校に通い、留学が終了したらまた日本に戻
って日本の高校で卒業！ 

⇒韓国芸術高校なら1ヶ月から交換留学が可能、その他半年・1年単位と学校によって受け入れ
条件は様々。韓国で高校生体験をしたいなら交換留学をおススメします！ 

※交換留学手続き時に日本の高校に在学していることが条件！ 

  

③韓国の高校に編入学！ 

編入学とは…日本の学校を退学し、韓国の学校に転入！一般の韓国学生と同じように授業を受
け、卒業まで通います！ 

⇒一般の学生と同じように学校に通うので、少しハードルは上がりますが韓国での卒業を希望
するならこの留学スタイルしかありません。編入前には書類・面接などがあるため、準備期間
として3ヶ月～6ヶ月はアコピアでトレーニングを受けて受験にトライ！ 

※編入手続き時に日本の高校に在学していることが条件！ 

  

留学にはさまざまな形があります。 
アコピアでは、1人1人にに合った留学スタイルをご提案させていただきます！ 



「ACOPIA SCHOOL」 
～中学生以上・1ヶ月から・KPOP留学～ 

中学生以上なら誰でも1ヶ月～留学可能です！ 

韓国語の授業をメインに、ダンス・歌・オーディション授業を受けられます！ KPOPアイドルを目指

している子にピッタリの留学スタイル。 

※入学試験なし！初心者大歓迎！中学生以上ならだれでもいつでも留学可能！ 

 

 「アコピアスクール」は学校ではありませんので高校卒業資格は出せません。 

ソウル市麻浦区に所在する「アコピアエンターテインメント」という会社が主管している、 

KPOPに特化したトレーニングセンターです。 

KPOPを体験して韓国語を練習してオーディションのサポートを行っています。 

 

 



ACOPIA SCHOOL 
～時間割～ 

※初級・中級は講師の判断で決めさせていただきます。 

※KPOPで学ぶ韓国語は、人気KPOP曲を使って韓国語の発声や発音練習をするクラスです。 

※オーディションクラスでは、オーディションのための韓国語やメイク方法などを学習します。 

1. 韓国語正規コース 

2. 韓国語個人レッスン  

3. ACOPIA 下宿に滞在 (下宿は3ヶ月以上、3ヶ月未満はホームステイをしなければならないので料金が変わりま

す) 

4. 韓国の高校生達との交流会 （不定期） 

5. 進路相談（随時） 

6. 編入学サポート・ソウルの一般高校を訪問して面談 (スタッフが同行) 

7. ソウル暮らしサポート (韓国到着日の空港出向かえと宿舎へ同行、道案内、病院、銀行、など) 

8. 韓国での大学進学をサポート 

9. 24時間応急対応 (病気、事故など) 

※価格が変動する場合がございます 

（2018年3月時点） 
 



★ホームステイの場合 

期間 
ACOPIA SCHOOL 

KPOPコース 
(ACOPIA下宿) 

ACOPIA SCHOOL 
一般高校予備コース 

(ACOPIA下宿) 

3ヶ月間 87万円 78万円 

4ヶ月間 115万円 103万円 

5ヶ月間 143万円 128万円 

6ヶ月間 171万円 153万円 

期間 
ACOPIA SCHOOL 

KPOPコース 
(ホームステイ) 

ACOPIA SCHOOL 
一般高校予備コース 

(ホームステイ) 

1ヶ月間 35万円 32万円 

2ヶ月間 67万円 61万円 

3ヶ月間 99万円 90万円 

4ヶ月間 131万円 119万円 

5ヶ月間 163万円 148万円 

6ヶ月間 195万円 177万円 

★下宿の場合 

下宿は通常3ヶ月以上となります。ご希望の場合はご相談ください 

 

※ACOPIA下宿、ホームステイは朝食、夕食付きで1人部屋です。 

※上記の費用には、留学手配、入学費、授業料、宿舎費、ガーディアン費用、生活定着サポート、24時間対応、

空港送迎、交流会費用などが含まれています。 

※含まれてない項目は、往復飛行機費用、健康保険費用、食費（昼）など 

※ご入金後、または留学開始後、ご本人様の都合でキャンセルされた場合は返金できかねますのでご了承下さ

い。 

 

 

※価格が変動する場合がございます 

（2018年3月時点） 

 

ACOPIA SCHOOL KPOPコース 



「韓国の高校に正規入学して卒業」 
～途中編入学から卒業まで～ 

1ヶ月間から1年間までの「交換留学」ではなく、韓国の芸術高校または一般私立高校の「正規生とし

ての留学＝編入学」を希望する方のためのものです。芸術高校、一般私立高校など、韓国の高校に正

規学生として編入学して、韓国の学生と同じように韓国の高校に通い、その韓国の高校を卒業できま

す。卒業後は、日本または韓国の大学に進学することができます。 

※編入手続き時に日本の高校に在籍している必要があります。 

※編入学する前に、アコピアスクール（編入学準備コース）にて、韓国語のスキルアップ・編入準備

を最低3ヶ月受けて頂きます。その間は日本の高校を休学いただき、編入学が正式に決定後、転校手続

きを行なっていただきます。 

※日本の高校と同じ学年で編入学するためには、卒業まで最低1年3ヶ月必要となります。もしくは1

学年留年させて編入学することも可能です。 

 

 
 
 

 
 
 

＜現在編入学案内が可能な主な高校＞ 

ハンリム芸能芸術高校（芸術高校） 

ソンジ高校（芸術高校） 

ケソン高等学校（一般高校） 

※その他ご希望の学校がある場合はご相談ください。 

 

（2018年3月時点） 
※価格が変動する場合がございます 



「韓国の高校に正規入学して卒業」 
～途中編入学から卒業まで～ 

①ACOPIA SCHOOL 編入学準備中の費用（3ヶ月間 / 6ヶ月間) 

 
 
 

 
 
 

期間 
ACOPIA SCHOOL 
編入学準備コース 
(ACOPIA下宿) 

ACOPIA SCHOOL 
編入学準備コース 
（ホームステイ） 

3ヶ月間 98万円 110万円 

6ヶ月間 173万円 197万円 

②編入初年度の費用（1年間） 

宿舎形態 デポジット(予約金) 残金(1年間) 総額 

ホームステイ 
(1人室) 

30万円 283万円 313万円 

ACOPIA下宿 
(1人室) 

30万円 235万円 265万円 

③編入してから2年目からの費用（1年間） 

宿舎形態 総額 

ホームステイ(1人室) 192万円 

ACOPIA下宿(1人室) 144万円 

※上の表に含まれるもの： 

入学費、授業料、宿舎、留学手配費用、ビザ手配料、ガーディアン費用、保証人責任、生活定着サポート、進
学サポート、空港送迎、24時間緊急対応(事故と病気)、交流体験費など。 

※編入学費用は1年ごとのお支払いとなります。 

※編入学後、途中退学、帰国された場合でも返金はできかねますのでご了承ください。 

※ACOPIA下宿は朝食、夕食付きの1人部屋です。 

※上の表に含まれてないもの：給食費、教科書代、制服費、交通費(地下鉄と路線バス)、海外留学保険費、往
復飛行機代など  

※到着日には、弊団体の女性スタッフが空港出迎えサービスをすることもできます。アコピアスクールは空港
から地下鉄空港線で乗り換え無し（直行）の弘大入口駅です。 

 

（2018年3月時点） 
※価格が変動する場合がございます 



編入学する前に、アコピアスクール（編入学準備コース）にて、韓国語のスキルアップ・編

入準備を最低3ヶ月受けて頂きます。その間は日本の高校を休学いただき、編入学が正式に決

定後、転校手続きを行なっていただきます。 

「韓国の高校に正規入学して卒業」 
～アコピア編入準備コース（3ヶ月以上） 時間割～ 

※初級・中級は講師の判断で決めさせていただきます。 

※ご希望の方は、ダンスレッスンも受講いただけます。 
 

韓国語正規コース／韓国語個人レッスン／韓国の高校生達との交流会 （不定期） ／進路相談（随時） ／編入学
サポート・ソウルの一般高校を訪問して面談 (スタッフが同行) ／ソウル暮らしサポート (韓国到着日の空港出向
かえと宿舎へ同行、道案内、病院、銀行、など) ／韓国での大学進学をサポート／ 24時間応急対応 (病気、事故
など) 

※内容が変動する場合がございます 

（2018年3月時点） 
 



「韓国芸術高校 交換留学」 
～1ヶ月間から1年間～ 

たくさんのアイドルスターを輩出させたソウル市の中心に位置する学校 「韓国芸術高校」。 

1980年に開校し、1999年に芸術高校として始まりました。 韓国の実用大衆芸術高校の中で最も歴史ある名門高

校です。  

日本からの交換留学は、1ヶ月単位で可能。通常の交換留学期間は「1ヶ月間～3ヶ月間」ですが、3ヶ月間ずつ延

長して、 最大1年間まで交換留学ができます。 

※交換留学手続き時に日本の高校に在籍している必要があります。 

 

 

 
 
 

 
 
 

（2018年3月時点） 
※価格が変動する場合がございます 

 

※ACOPIA下宿、ホームステイは朝食、夕食付きで1人部屋です。 

※韓国芸術高への交換留学は1ヶ月間単位で、延長して最長6ヶ月まで可能です。1年間の留学を希望される場

合には、編入して正規学生になることをお勧めします。その場合にもアコピアスクール(編入予備コース)にご

相談ください。 

※上記の費用には、留学手配、入学費、授業料、宿舎費、ガーディアン費用、生活定着サポート、24時間対応、

空港送迎、交流会費用などが含まれています。 

※含まれてない項目は、往復飛行機費用、健康保険費用、食費（昼）など 

※ご入金後、または留学開始後、ご本人様の都合でキャンセルされた場合は返金できかねますのでご了承下さ

い。 

宿舎形態 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 
韓国芸術高への交換留学は1ヶ月間
単位で、延長して最長6ヶ月まで可
能です。1年間の留学を希望される
場合には、編入して正規学生になる
ことをお勧めします。その場合にも
アコピアスクール(編入予備コース)
に御相談下さい。 

ホームステイ 
(1人室) 

38万円 58万円 78万円 138万円 

ACOPIA下宿 
(1人室) 

― ― 66万円 144万円 



韓国芸術高校 
～時間割～ 

韓国芸術高校の交換留学生は、月～木の午前中はアコピアで韓国語を学び、 

午後は韓国芸術高校で実践授業を受講します。金曜日はアコピアスクールのみ通います。 

※内容が変動する場合がございます 

（2018年3月時点） 
 

※初級・中級は講師の判断で決めさせていただきます。 
※KPOPで学ぶ韓国語は、人気KPOP曲を使って韓国語の発声や発音練習をするクラスです。 

 
韓国語正規コース／韓国語個人レッスン／韓国の高校生達との交流会 （不定期） ／進路相談（随時） ／編入学
サポート・ソウルの一般高校を訪問して面談 (スタッフが同行) ／ソウル暮らしサポート (韓国到着日の空港出向
かえと宿舎へ同行、道案内、病院、銀行、など) ／韓国での大学進学をサポート／ 24時間応急対応 (病気、事故
など) 



留学お手続きの流れ 

①見積書発行⇒デポジット入金案内 
   ↓ ↓ ↓ 

②デポジット入金確認 
   ↓ ↓ ↓ 

③留学手続き(願書など必要書類提出) 
   ↓ ↓ ↓ 

④入学許可書申請と発行 
   ↓ ↓ ↓ 

⑤残金入金と宿舎確保、生活案内 
   ↓ ↓ ↓ 

⑥訪韓、空港出迎えと入居 
   ↓ ↓ ↓ 

⑦初登校(スタッフが同行)、規則案内 
   ↓ ↓ ↓ 

⑧留学ガーディアンサポート開始、24時間緊急対応 

留学のお問い合わせ先 

【アジア希望キャンプ機構】  

【KOREA PLAZA ひろば】 

 
熊本日本支社 :  (096) 295-8380 

韓国本社 : +82-2-738-4649 

Email : acopia.kpop@gmail.com 

WEB : https://www.kpop-school.com/ 



ACOPIA SCHOOL アクセス 

【ACOPIA SCHOOL（ひろば）／ACOPIA ENTERTAINMENT】 

 

住所 ： ソウル特別市麻浦区東橋洞204-57,202号室 

地下鉄2号線弘大入口(ホンデイック、Hongik Univ.)駅 2番出口or 3番出口 徒歩5分 

OPEN. 月～土 10時～18時 

TEL. 02-738-2004  (+82-2-738-2004)  / 010-5815-4649  

KaKao Talk : acopia（QRコード右） 

LINE : acopia-school（QRコード左） 

E-mail. Acopia.kpop@gmail.com 


