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活気あふれる都心でのダイナミックな韓国留学

www.rollingkorea.com

ローリングコリアはホンデに位置する外国人のための韓国語学校として、
楽しみながら効果的な韓国語授業を提供しています。さらに韓国での毎日をもっと充
実させるためのソーシャルプログラムや韓国語以外の様々なスペシャルカリキュラ
ムを提供しています。エネルギー溢れる街、ホンデでダイナミックで楽しい韓国留学
にチャレンジする皆さんをお待ちしております。

ソウルキャンパス
3F Daesang Bldg. 19, World cup buk-ro, Mapo-gu, Seoul, 04001
TEL. +82 2 322 1515 
FAX. +82 2 322 9393
E-mail.  help@rollingkorea.com

日本語相談可能



Dynamic Learning
in a Vibrant City
ソウルの都心で楽しむ韓国留学

Our GoalsOur Slogan
ローリングコリアの目標   :
1.     生徒のニーズに合うハイクオリティーな授業を提供
2.     生徒が安心して勉強できる安全で快適な環境を常に提供
3.     韓国留学を更に成功に近づけるためのソーシャルプログラムを提供
4.     世界各国から来た生徒たちとグローバルな関係を築く機会を提供
5.     宿泊等、留学生活を全面的にサポートするサービスの提供
6.     韓国人の友達を作る時の仲介
7.     単純な趣味や勉強だけでなく、韓国に定住できるようサポート

皆さんが韓国語を学習するにあたり、有意
義な時間を過ごせるようにローリングコリア
は最善を尽くします。

Keep Your Dreams Rolling
皆さんの夢をローリングしましょう！

力強く動くダイナミックな都市
ソウルは韓国の首都として世界的にも有名で現代的に発展した都市です。人口は
約1000万人で、韓国の政治・経済・文化の中心地として韓国のダイナミックな雰囲
気を最も深く感じられるところです。

伝統と現代が共存する場所
ソウルは韓国の伝統的な文化遺産と現代的な美しさが共存しているところです。
都心で韓国伝統の宮殿を、そしてその周辺では高いビルと華 し々い都市の姿を同
時に鑑賞することができます。

安全で安心の環境
一人で観光したり都心の夜道を歩いてもいつでも安全な治安と環境が整ってお
ります。「情」の文化と「我 (々ウリ)」の概念に慣れている韓国人は見知らぬ地に来
ている外国人を暖かい笑顔で迎え、留学生活により早く慣れることができるよう
に全力を尽くしてサポートします。

美味しい食べ物と興味をそそられる多様な観光地
ソウルの至る所に韓国料理はもちろん、世界各国の代表的な料理まで味わえる、
「グルメ店」がたくさんあります。ソウル各地の有名なお店で美味しい食事を楽し
めるのは韓国留学生活において、最大の楽しみの一つです。また、学校生活以外
にも余暇として楽しめる、特徴的な観光地を見ることも大きな楽しみといえます。 

便利な交通と生活環境

ソウルの概要

ソウルは便利に利用できる交通環境が整っております。地下鉄、バス、タクシーな
ど、格安な料金で誰でも利用できるようになっており、ソウルでの生活がより快適
になります。また、コンビニ、スーパー、病院、薬局など生活に必ず必要な施設も至
る所にあるため、生活用品が必要なときや、緊急事態が発生したときに気軽に利
用できます。       
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ホンデ
若者とトレンドの中心地

ホンデは若 し々くロマンチックな雰囲気で、アンダーグラウンド文化や自己表現が自由な場所として有名です。
ユニークなカフェやこじんまりとしたギャラリー、アクセサリーショップ、アパレルショップ、ライブカフェやクラブ、
アートショップ、ご飯屋などがたくさん並んでおり、若者たちにとても人気のある街です。さらに、文化行事や路上
ライブ、祭りなどの様々な行事が行われており、常に多くの人と熱気に包まれた場所です。ホンデ地域を完璧に
知り尽くしたいのであれば、アトリエ通り(大学入学を準備している美術大学の学生のための私設の機関が並ん
でいる所)、ピカソ通り、クラブ通りは必ず行くべき場所です。

明洞 漢江

江南

弘大

Hongdae



Welcome to 
Rolling Korea
ローリングコリアにようこそ。

ローリングコリアは外国人向けの韓国語専門学校として2012
年に開校しました。世界各国の受講生が韓国語に対する夢と
情熱を育てるところです。体系的な韓国語授業とともに韓国
の多様な経験ができるように様々な活動を提供しております。
この経験を通して生徒が韓国語をより楽しく勉強し、韓国文化
により深く関心を持てるように導いております。

体系的な授業と学習に快適な施設や環境はローリングコリア
の長所です。クラスの人数は最大12人を超えることなく、平均
3～8人が一つのクラスで授業を受けます。少人数で授業が行
われるため、他校よりも生徒一人一人に対する学習の機会が
多く与えられます。また、少人数授業を通して先生からより豊
かな指導を受けることができ、先生との距離も縮まります。

ローリングコリアは韓国語学校としては始めてアクティビティ
担当チームを構成し、授業とソーシャル活動を連結した独特
のカリキュラムを提供しております。これは生徒が授業で学ん
だことを活動などを通して教室の外で実用的に使用すること
ができる環境を提供することを目的としております。このカリ
キュラムによって、生徒がより早く韓国語に慣れるようにサポ
ートします。また、授業での緊張感を解き、世界各国の友達と
交流しながら様々な経験を楽しむことができるソーシャルプ
ログラムを行い、最終的には韓国語学習の最上の効果を出せ
るようにしました。

韓国語を学ぶということは韓国を知るための出発点に立って
いることを意味します。そして、私たちはそのスタートがどのく
らい重要なのかを承知しており、その出発を成功させるため
に最善を尽くしております。多くの学生が当校で韓国語を楽し
く学び、現在も韓国について勉強しています。

近い将来、韓国留学を始める皆さんとローリングコリアでご
一緒できることを楽しみにしております。
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ローリングコリアはグローバルな基準に合わせた最上級の韓国語教育サービスを提供する学校であり、ホンデの中心部
に位置しています。正規授業、インテンシブ授業、個人授業、TOPIK授業及び派遣授業など様々な授業を提供しております
。また、ホンデに位置しているため午前は韓国語授業を受け、授業後はホンデで様々なソーシャル活動をすることになり
ます。このような活動を通して生徒たちは韓国語と文化に対する理解を広げていけます。

当校は韓国語学校の中で最もモダンで広い施設を完備しております。また、学習にふさわしい環境が整っており、生徒は
集中して授業を受けることができます。先生はリラックスした雰囲気を作り、生徒が自信を持って韓国語を話せるように
なるようサポートしております。ローリングコリアの先生とスタッフは友達同士でコミュニケーションをとるような気楽な
雰囲気を作り、これにより生徒がのびのびと韓国語を効果的に学べるように最善を尽くしております。
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優秀な学習システム

モダンで立派な施設

容易な受講申請及び入学手続

ローリングコリアは多様な国籍の受講生のための専門的で体
系的な韓国語学習システムを取り入れております。基礎から上
級レベルまでしっかりとしたカリキュラムを提供しております。

学習にふさわしい広い教室、学生ラウンジ、Ｒカフェは
ローリングコリア自慢の施設です。

毎週月曜日に入学が可能で、簡単な書類提出で誰でも簡単
に受付することができます。  

便利な中心部に位置

経験と実力のあるスタッフ

心のこもった外国留学生サポート

交通、生活便利施設、そして様々な文化施設まで揃えている
ホンデに位置し、韓国留学の最適な生活条件が自慢です。

当校のスタッフは全員、専門的に学び、生徒が効果的に
学べるような教育をするための能力を向上させる経験を
継続的に積んできました。

ローリングコリアのスタッフは親切で親密なサポートを提
供しております。学生が勉強に集中できるように多くの支援
サービスを提供しています。グローバルラウンジとＲカフェ

楽しさをプラスするエクストラカリキュラム

いつでも学生が利用できるグローバルラウンジとドリンク、
ミニスナックバーがあるＲカフェはローリングコリアの一番
の自慢です。   

韓国語の授業以外にも様々な体験ができるスペシャルカリ
キュラムを提供しております。特に、ダンスおよびボーカル
レッスンはK－POP好きの生徒に人気のレッスンです。

日本語対応の相談スタッフ常駐
日本語、英語で対応可能なスタッフが常に待機しており、
留学前または留学中の生徒に対する相談に応じております。  

ローリングコリアの自慢
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チャレンジ
CHALLENGE

ローリングコリアは皆さんの夢
と情熱を抱いたチャレンジを
応援します。
Keep Your Dreams Rolling !

練習
PRACTICE

持続的な練習を通して、チャレ
ンジが現実となります。地道な
練習をすることで、さらに韓国
語に対する自信をつけることが
できます。

楽しむ
ENJOY

地道な練習で基礎が身につい
たら、次は楽しさを通して自分
のものにする番です。語学の楽
しさは他の何よりも強い原動力
になります。 

08Our Values

Our Values

OUR VALUES

語学の楽しさを
大事に
ローリングコリアは 「Dynamic learning in a vibrant city」 (活気あふれる
都市の中で行われるダイナミックな学習)とい うスローガンのもと、ソ
ウルのホンデで留学生のための業界最高の韓国語学校として常に位
置付けられてきました。長年の経験に基づいて、当校は生徒のために
韓国語を学ぶ効果的で楽しい方法を提案しております。ポジティブな
エネルギーで溢れている授業で視覚装置、ロールプレイ、ゲームなど
を利用しながら、韓国語を効果的に早く理解することができます。また
、教室で行われる授業だけでなく、現地で実際に韓国語で話す環境に
適応し練習できるように積極的に外部の文化体験とソーシャルプログ
ラムなどと連携して進めております。これにより韓国についてより高い
関心を持って勉強できるように導いております。皆さんもローリングコ
リアの体系的なプログラムを通して、韓国語の魅力を発見していただ
ければと思います。
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Cozy 
and 
Modern
魅力あふれる施設
モダンで感覚的な施設はローリングコリア一番の自慢です。入口に入った瞬間、広いロビーとグローバルラウンジが目を引き、ホワイト調の
洗練された壁とフロアが生徒を毎日ここに来たいという気持ちにさせます。グローバルラウンジの中にはいつでも休んだり勉強することが
できるテーブルがあり、学習の効果を倍増してくれる可愛いＲカフェがあります。また、教室はガラス張りですっきりした雰囲気を演出し、生
徒が効果的で落ち着いた雰囲気の中で勉強できるようにデザインされています。他にも様々な方法で授業を行うためのプロジェクター、モ
ニター、コンピューターなど各種の教育設備も整えております。ラウンジとカフェは生徒がいつでも利用できるようにオープンされており、カ
フェには簡単なスナックとドリンクなどが用意されていて気軽に利用することができます。

無料Wi-Fi グローバルラウンジ R カフェ 書籍 
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親切な対応のインフォメーションデスク

留学の最初から最後まで、責任をもって皆さんの留学生活を成功させ
るためのサポートをしてくれる頼もしいスタッフが待機しているインフ
ォメーションデスクです。勉強や生活で悩みがあるときやおしゃべりを
したいときは気軽に来てください。スタッフ全員、いつでも皆さんとコ
ミュニケーションをとれるよう準備して待っています。

多様なタイプの教室

物静かな雰囲気ではなく活気ある学習の雰囲気に導く教室は、誰で
も韓国語を効果的で楽しく学べる空間です。長時間勉強しても疲れ
にくい椅子とテーブル、清潔なホワイト調の教室には生徒の情熱と
楽しさで満ちあふれています。

10Facilities



ドキドキの登校初日
期待に胸を膨らませ迎えた学校での最初の日！ ローリングコリアのスタッフや先生たちも皆さんと会うことに期
待とドキドキで胸が高鳴っています。皆さんが見知らぬ地での生活に対する不安と心配から抜け出せるように、
スタッフも全力を尽くして準備し皆さんをお待ちしております。

朝早くローリングコリへ入ると、スタッフが笑顔で皆さんを迎えてくれます。韓国語がまだ不慣れな皆さんのため
に英語と日本語で丁寧に案内します。皆さんは最初にラウンジに集まり、渡された名札と学校の資料に目を通し
ながら留学期間中に起こる様々なことを頭の中で描きます。その間、留学生活を成功させるためのオリエンテー
ションが行われ、その後、皆さんは授業に参加することになります。新しい環境、新しい友達、新しい言語まで…
普段より緊張している皆さんのためにクラスメイトとのランチ、Ｒカフェのイベントなどが用意されておりますの
で、ぜひ参加してください。皆さんの留学を成功させるためのスタートは、ローリングコリアにお任せください！

Your First day 
at school

オリエンテーション
新入生の留学生活を順調にスタートさせるためのオリエンテーションを行います。担当スタッフの紹介、新しい友達との挨拶、留
学生活における要点、施設の利用方法など留学生活を成功させるために役に立つことを分かりやすく説明する時間です。特に、
韓国語授業とソーシャルプログラムなどの日程をひと目でわかるようにまとめて、留学期間中の楽しい未来をあらかじめ頭の中
で描きながら計画を立てることができます。

レベルテスト
授業開始日に受講生一人一人に合ったクラスに割り当てるためのレベル分けテストが行われます。 読み書きテストは開講前に
オンラインテストを行い、聞き話しテストは入校当日に学校で1:1で行われます。  

“ 韓国留学は初めてでしたので、すごく緊張してい
ましたが、スタッフさんと先生たちが親切にして
くださったおかげですぐ緊張も溶けて、新しい生
活にすぐに慣れることができました。

”- Ayaka from Japan

クラスメイトとのランチ
午前の韓国語授業が全て終わると午後にはクラスメイトとのランチが待っています。学校と宿が位置しているホンデの楽しい雰
囲気を感じながら、韓国料理も楽しめるチャンスです。一日の緊張をほぐして、新しく出会った友達と美味しい料理を食べてくだ
さい！積極的に参加することにより韓国語で話す機会も増え、さらに留学生活の成功に近づきます。
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Korean
Class

充実の韓国語授業 
楽しさと効果的な韓国語学習を同時にゲットしましょう！
ローリングコリアの韓国語授業は初級レベルから上級レベルまで体系的な
カリキュラムを基に運営しています。活気ある授業の雰囲気の中で実際に韓
国語を使う時に自信を持って正しい韓国語を使いこなすことができるように
ローリングコリアならではの韓国語学習システムを取り入れています。
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楽しみながら高い学習効果が得られる
ローリングコリアならではの韓国語授業
ローリングコリアには読む・書く・聞く・話すことを総合的に学習するために体系的に構成されたカリ
キュラムを基に、特に会話能力の向上に集中した韓国語学習を目指して授業を進めております。
ローリングコリアと一緒なら短時間でより高いレベルの会話能力を習得することができます。

韓国語授業は3~8人(最大12人)の少人数で指導しているため、生徒一人一人に話す機会が多く与え
られ、先生からも細かい指導を受けることができます。そして、一人一人の学習状況を確実に把握し、
難しい部分があれば直ちにアドバイスを行い、円滑に勉強できるように努めています。熟練の先生た
ちは各国の生徒たちが互いに違う言語を使用していても韓国語を一緒に学べる雰囲気を作り、誰で
も自信を持って韓国語の話し方を学ぶことができます。
また、ローリングコリアでは、日本、北米、ドイツ、フランス、スイスなど世界各国の受講生たちが韓国
語を学んでいます。毎学期、違う言語を使用する友達と韓国語で積極的に話すことができる環境が用
意されており、グローバルな雰囲気の中で留学の質をより一層アップグレードさせることができるこ
とも、受講生の満足度が高い理由の一つです。

効果的な学習のための定期的なテストシステム
受講生の学習状況を正確に把握し、不十分な部分を把握するために定期的にテストが行われます。
3週目にはスピーチテストが行われ、このテストを通して生徒の韓国語の習得状況を把握し、先生は
生徒の苦手な部分に対する補習授業を行います。また、4週目にはライティングテストが行われます。
総合的に評価できるライティングテストを通して、生徒が次のレベルに進む準備ができているかを客
観的に判断します。

※ 満15歳から受講可能です。
※ 最低1週間から受講可能で、毎週月曜日に入学が可能です。
※ 一つのレベルを修了するのに2~3ヶ月程かかります。

授業のレベル 様々な国籍の受講生

Korean Language Class 14

4%
その他5%

ロシア
10%
スイス

35%
日本

20%
北米

13%
ドイツ

13%
フランス

Lv.1
Lv.2

Lv.3

Lv.4

Lv.5

Lv.6

初級 中級 高級

コースの一覧

コース
RK ジェネラル

RK セミインテンシブ

RK インテンシブ

RK 韓国語＋K-POPコース

TOPIK対策コース

個人レッスン

授業時間
週5回・16時間/1週

週5回・21時間/1週

週5回・25時間/1週

週5回・25時間/1週

週5回・25時間/1週

選択可能

授業開始日
毎週月曜日

毎週月曜日

毎月最初の週

毎月最初の週末

毎月最初の週

選択可能



Korean
Class

教科書では学べない
実用的で自然な会話のパターンを学ぶ時間！

15 www.rollingkorea.com

01
スペシャル
フォーカスレッスン（S.F.L）
午後にはスペシャルフォーカスレッスン（S.F.L）
があります。午前の正規授業で学べない発音の
集中授業、歌の歌詞や韓国ドラマで勉強する韓
国語授業など、多様な媒体を活用した授業が
行われます。特に、この授業では実生活でよく
使われる生活韓国語を直接聞いて真似してみ
ることもできます。そのため、学生の満足度が
高く、より自然な韓国語が話せるようになるた
めの重要な役割を果たします。

チームになって
会話能力を
向上させましょう !

様々なアクティビティを通して
これまでに学んだ韓国語を
直接話してみて
100％自信をつける時間！

02
毎週木曜日の
特別アクティビティー

韓国語を長時間勉強しても、あまり使わず練習もしないと実際
の状況で自分の実力を発揮することはできません。そのため、
毎週木曜日には様々な状況のなかで、自ら韓国語で話してみ
たり、自信をつけるためのローリングコリアにしかない特別ア
クティビティが用意されています。このアクティビティを通して
、世界各国から来た友達とより仲良くなるきっかけとなり、気楽
な雰囲気のなかで、学習効率と楽しさを倍増させることができ
ます。ソウルレース(チーム構成のゲーム)、カフェ韓国語などさ
まざまなアクティビティを通して、韓国語も学び、新しく出会っ
た友達と一緒にローリングコリアから与えられたミッションを
解いてみましょう！　この経験から皆さんがより長い間、韓国語
を覚えていられるという効果を得ることができます。

Korean Language Class 16

Korean Language Class 16



Extra
Curriculums

スペシャル
カリキュラム  (選択レッスン)
留学生活をより楽しく過ごすために！

誰よりも韓国留学をしっかり楽しみたいなら！
ローリングコリアは専門の芸能事務所(エンターテインメント会社)と提携し、レベルの高いダンス・ボーカルレッスンを
提供しております。多くのK-POPグループのダンスを指導してきた先生がK-POPダンスクラスを担当し、長年にわたりア
イドル活動をした先生がボーカルクラスを指導します。特に世界中に広がっているK-POPの流行に合わせて、ダンス・
ボーカルレッスンを本格的に導入した最初の韓国語学校として多くの学生の高い留学満足度を得てきました。韓国エ
ンターテインメント事務所との提携を通して、生徒にオーディションの機会も与え、韓国の芸能界に興味のある多くの
生徒が当校でレッスンを受けています。

17 www.rollingkorea.com

韓国語はもちろん、ダンス・ボーカルも一緒に学んでみる
韓国語を学びながら好きな歌手の歌やダンスが学べるコースです。世界中に広がっている
K-POPブームによって韓国の大衆文化に関心を持って韓国語を勉強し始めた生徒が必ず
受講を希望するコースです。午前は韓国語を勉強し、午後は本格的なダンスレッスンとボー
カルレッスンを受けることができます。ダンス経験がない初心者の学生でも先生がひとつ
ひとつ細かく指導するので、気軽に学ぶことができます。実力に関係なくK-POPが好きなら
誰でも受講できるように専門の講師が丁寧に指導します。 

18Extra Curriculums

+ +
さらに
エキサイティングな
韓国留学生活 !

コース 授業時間 授業開始日
RK 韓国語＋K-POPコース 25時間/1週 毎週月曜日

※ 授業時間にはダンス・ボーカルのレッスン時間が含まれております。

韓国語 ダンス ボーカル



韓国語の勉強だけでなく、重要なことは世界中の人 と々多様な経験を積むこと！ 
ローリングコリアは授業以外にも様々な国籍の友達と付き合えるソーシャルプログラムを
提供しております。他クラスの友達や先生たちと楽しく話すことができる機会を用意してお
り、留学生活がより充実したものになります。宮殿ツアー、伝統市場探検、漢江ピクニックな
ど韓国での経験が、または、その経験を新しい友達と一緒にできることが大きな意味を持
つことを認識しています。ローリングコリアは常に語学だけでなく、それ以上の機会を生徒
に提供しております。  このようにソーシャルプログラムは生徒の留学の意義をプラスする
だけでなく、和気あいあいとした学校の雰囲気の中でより楽しい語学勉強が可能になるよ
う努めています。

Social Programs
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ソーシャル プログラム 
ツアーおよび文化体験 
ソウル地域にある有名な観光地を探索します。ソウルNタワー、仁寺洞、博物館など
必ず行くべき観光地を見学することができます。また、テンプルステイ(お寺での修
行体験)、キムチ作りなど多様な文化体験ができるプログラムもご用意しております。    

韓国人の日常を直接体験するプログラム
旅行ではなかなか経験できない様々な韓国の日常を体験するプログラムもご用意
しています。野球観戦、南山ナイトハイキング、ホンデのクラブ体験、映画鑑賞、漢江
チメッ(チキンとビールを一緒に食べること)など外国人留学生にとってはあまり馴
染みないけれど、だからこそ興味深い韓国人の日常生活まで体験できるプログラ
ムです。また、韓国料理ビュッフェ、ホルモン、チヂミ・マッコリなど様々な食事会も
用意しておりますので、おいしい料理と共に楽しい思い出を作ることができます。

週末のツアー
週末は普段行けなかったところに行ってみてはどうですか？ビール祭り、海、釡山な
ど一度は行ってみたいけど、一人ではなかなか行けない場所にローリングコリア
の先生たち、そして、友達と一緒に行ける特別な機会です。 
※ 週末のツアーは隔週土曜日に行われます。 

20Social Programs



長時間韓国語の勉強に集中するとリフレッシュの時間も必要でしょう！
グローバルラウンジとＲカフェはローリングコリアの生徒のために特別に用意された休憩所です。Ｒカフェでは簡
単にスナックを食べたり、ドリンクを飲んだりすることができます。いつも笑顔で挨拶するスタッフたちと韓国語で
話してみることも韓国語を勉強する良い方法でしょう。友達とここに座ってコーヒーを飲みながら、一緒に勉強でき
る空間でもあります。それだけでなく、特別なイベントがあるときにもここに集まり、韓国の映画鑑賞をしたり、伝統
体験やミニゲームもします。ここグローバルラウンジとＲカフェは生徒たちが一番好きな場所ですのでいつでも気
軽に利用してください！

21 www.rollingkorea.com

Ｒカフェ
グローバルラウンジ

www.rollingkorea.com

“ 授業が終わった後でもラウンジで勉強すること
ができて良かったです。他のカフェよりドリンクの
値段も安く、勉強にも集中できました。たまに、先
生にわからないことを質問できたこともよかった
です。このような雰囲気のおかげで韓国語をより
多く学べ、親切なカフェのスタッフさんが韓国語
の練習をたくさんサポートしてくれました。 

”- Mika from Japan

Co�ee and
Friends

make the
perfect

blend
人気メニュー
シリアル＋牛乳
マンゴースムージー
R アメリカーノ
シッケ (韓国の甘酒) 
ミスカルラテ (米粉・麦粉ドリンク)
チョコラテ 

コーヒー お水 充電 交流 書籍 wi-� TV

便利な利用施設
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快適な宿泊先
当校は生徒の快適な生活のために厳選された宿泊施設を提供しております。家のように気軽に休める空間は留学生活
において最も重要な部分であるため、清潔、施設、立地を全て考慮して厳しく施設を選びました。その中でも当校が直接
運営しているシェアハウスは当校の生徒たちが安全で気楽に生活できる空間として、1号店は学校から徒歩20分、2号店
は徒歩7分の距離にあります。生徒が便利に利用するために、基本的な生活用品が完備されており、何かあった場合には
スタッフがすぐに駆けつけます。

Accommodation
Service
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ミニスタジオ(コシテル)
韓国特有の宿泊施設で、個人部屋の中にベッド、机、引き出し
、トイレ、シャワー室、冷蔵庫が備え付けられています。ご飯や
キムチなどが無料で提供されます。中央冷・暖房システムを
使用しています。お手頃な価格で個人部屋を使うことができ
るというメリットがありますが、部屋が狭いというデメリットも
あります。

学校からの距離 : 15~20 分

最寄りの駅 : 地下鉄2号線 弘大入口駅
                        地下鉄6号線 上水駅

レジデンス
一般的なゲストハウスとは違い、個別のワンルーム式にな
っており快適な生活を送ることができます。部屋の内部は
きれいで高級な家具が設置されており、各部屋にエアコン
、ヒーターが設置されているので、すぐに温度を調節する
ことができます。簡単な朝食が提供されます。

学校からの距離 : 10 分
最寄りの駅 : 地下鉄2号線 弘大入口駅
                        地下鉄6号線 上水駅



ローリングコリアと共に
夢への第一歩を

初めは漠然としていた韓国での留学生活に終止符を打つ日。伸びた韓国語能力だけでなくここで出会ったありがた
い友達と見知らぬ地で勇気を出してチャレンジした全ての瞬間がたくさん詰まっています。いつかまた会えると信じて
みんなに感謝の気持ちを伝え、お別れのあいさつをします。

まだ韓国留学を迷っているのであればためらわずにチャレンジしてください！韓国語が分からなくても、海外留学が初
めてでもローリングコリアでなら全て満足のいく韓国留学になるよう最善を尽くしてサポートしています。ローリング
コリアのスタッフ全員と先生が皆さんにお会いできることを楽しみにお待ちしております。
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Your Last day 
at school

お別れの時間
いつの間にか最後の授業の時間が迫ってきました。何もかもが不安だった学校や新しい友達が家や家族のように感じられる
と思った頃に、悲しいお別れのあいさつをする時間がやって来ます。ハングルが読めなかった生徒はいつの間にか韓国語で手
紙を書けるようになり、朝のあいさつさえ上手くできなかった学生が自分から先生にあいさつをするようになりました。これま
でに学んだ韓国語で心を込めて書いた韓国語の発表用紙を見ると、留学中にあった楽しくて有意義な瞬間を思い出します。緊
張しながら自分の留学生活について発表し、自分の名前が入った修了証書を受け取る姿を見ると、どう始めればいいか分から
なかった韓国留学が無事終わったんだなあ、と胸がいっぱいになります。馴染み深い教室や友達と会うのが今日で最後なのは
すごく寂しいけれど、留学生活を通してさらに成長した自分に大きな拍手を送りましょう。



受講生のレビュー

“ 初めに簡単なテスト（月初めだったのでオリエンテーションも）があります。ハングルを読めるか、文法
を分かっているかどうかのものだったと思います。1人5分程度でした。
友達と2人で参加している方もちらほらいましたが、自分と同様1人での参加の方も勿論多かったです。
最初は緊張していましたが、先生方はとても優しく綺麗な方ばかりですぐに楽しくなりました。基本的に
韓国語だけで会話するので、上達したと思います。私のクラスでは、教科書の文法だけではなく実際に
使う言い回し、流行っているものや言葉なども沢山教えてくれたのでありがたかったです。rollingkorea
の中にあるカフェのアメリカーノが美味しくて他のカフェよりも安いので開いてる時は買っていました。
オススメです。
週ごとにたくさんアクティビティがありますが、積極的に参加した方がいいと思います。先生とも仲良く
なれるし違うクラスの友人も出来ました。授業中にはできない話なども出来て楽しかったです。

1週間や2週間コースの方は教科書を使わずレジュメを用意してくれますが、私のように3週間～長期の
生徒には教科書とワーク別購入でした。現地で支払いです。私は教科書が欲しかったのでちょうど良か
ったです。

迷っている方は、必ず留学された方がいいと思います！私もずっと迷っていましたが、8月ギリギリに留
学を決めました。本当に行って良かったし思い出が宝物です。また、rollingkoreaはとても良い先生ばか
りだし、地下鉄駅も近いのでアクセスも良く、弘大なのでたくさん遊べるし（笑）、最高です！

また行く機会を作ってrollingkoreaでお世話になろうと思っています。
本当にありがとうございました(^ ^)！

”- Yuka from Japan
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受講生のレビュー

Munyal イギリス

本当に素晴らしい経験でした。もっと長く滞在できたらよかったの
に…残念です。スタッフはすごく親切でフレンドリーに接してくれ
たのでとてもよかったです。ホンデの中心に位置しているので、ダ
イナミックに学べる最高の場所でした。

Mannien オランダ

教科書の通りにすべてのことを教える他の韓国語学校とは違って、
ローリングコリアでは学んだことをアクティビティを通して練習す
ることができるようになっています。ミッションを解くために友達と
韓国語を話さないといけないのですごく面白かったです。私たちは
韓国語だけで話さなければならなかったのですが、母国語を少し
混ぜて話すしかありませんでした。私が話す言葉は全部韓国語と母
国語が混ざってしまいますが、ローリングコリアで行うアクティビテ
ィは韓国語を学ぶにあたってとても良い方法だと思います。笑うこ
とによってポジティブなエネルギーを作り出し、脳が韓国語に早く
なれるようにしてくれます。

Athalane フランス

韓国のことをあまり知らないのであれば、ローリングコリアは韓
国語を始めるには完璧な学校です。スタッフはすごく親切で思い
やりがある方たちです。施設はきれいで快適で、韓国語の授業は
ついていきやすいです。活動が独特でおもしろいです。また、ロー
リングコリアのスタッフは私たちを丁寧に案内してくれました。外
国人があまり知らない場所を回ったりして楽しかったです。
みなさんありがとうございました。いつかまた会いましょう！

Googleでレビューを見つけることができます。

Marie 日本

韓国留学をしたいなと日頃から思っていましたが、仕事の関係上、
長期で休みが取れないのでこうした連休を使っての留学体験を長
期・短期留学の前にお試しできるのは嬉しかったです。 実際に行っ
てみての感想は、 「行って本当に良かった!!」の一言。 韓国語を習う
のに学校に通うのは初めてだったので、出発前はいろいろと不安
な気持ちもありましたが、Rolling Koreaのスタッフや先生たちは親
切で良い人ばかり！学校内も明るくポジティブな雰囲気で、不安だ
った気持ちもすぐになくなりました。

Evita インドネシア

ローリングコリアで一ヶ月間受講しました。私はローリングコリア
でどれほど素晴らしい経験と勉強をしたのか未だに信じられませ
ん。私は素晴らしい先生方、親切な環境、素晴らしいサービス、そし
てローリングコリアが提供する楽しい活動のおかげで韓国語のス
ピーキングがすごく伸びました。私は来年ローリングコリアでまた
勉強したいです。修了式のとき私はたくさん泣きました。もっと長く
居れたらよかったのにと思いました。また会いましょう。ありがとう
ございました。

Alex スイス

韓国語を学びたかった私は、ローリングコリアのインテンシブコー
スで8週間留学することを決めました。とても充実した経験で一日目
からたくさんのことを学びました。先生たちは素晴らしく、街を知る
ことができる良い活動があり、そして私たち留学生を暖かく迎えてく
れる雰囲気です。すごくおすすめです！！
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A
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ローリングコリアの授業は何歳から申請可能ですか？  

ローリングコリアの授業は満15歳以上の方なら年齢制限なく誰でも参加していただけます。満14歳以下の方は
個人レッスンでの受講が可能です。

はい、韓国語が読めなくても受講可能です。ハングルのリーディングから始まるレベルの授業が
ありますので、韓国語の学習経験がない方でも授業に参加していただけます。ですが、この授業
は毎月一週目に行われるため、韓国語が読めない方は第一週の授業に申請お願い致します。

ビザがなくても受講できますか？受講する場合、学校で学生ビザの発行も可能ですか？ 

はい、ビザなしで受講可能です。無ビザ(観光ビザ)でも入学は可能ですが、学校でビザを発行
することはできません。ほとんどの方が無ビザ(観光ビザ)の期間に韓国に滞在しながら受講し
ていますが、ワーキングホリデイビザや就業ビザで受講する方もいます。 

入学時に必要な書類は受講申請書とパスポートのコピーです。韓国語が分からな
い方や韓国留学が初めてな方でも簡単な入学手続きで受講することができます。
受講申請書を作成、提出後にメールで詳しい入学手続きについてご案内致します。

はい、80～90％くらいの受講生の方はお一人で留学をされています。ほとんど
の生徒が一人で留学の準備をし、受講されていますが、各国のお友達と交流し
ながら寂しさを感じることなく楽しい留学生活を送っています。

ローリングコリアには世界各国の受講生が入学し、韓国語を勉強しています。その中でも
日本が35％、北米が20％、ドイツが13％、フランスが13％、その他(ヨーロッパ、南米)の様
々な国籍の学生が受講してますので、グローバルな環境の中で韓国留学を楽しむことが
できます。 （※受講期間に応じて国籍比率が異なる場合があります。）

韓国語が読めなくても受講可能ですか？

入学するための書類は何が必要ですか？

一人で韓国留学をする方もいますか？

受講生の国籍の比率を教えてください。

受講申し込みの手続き

01

ホームページで受講申込書を作成
して受け付けます。受講申込書の
受付後1~2日内に受付の結果を申
請者のメールにお送りします。また
は、韓国に訪問して直接申込書を
作成することもできます。

02

授業料の請求内容を確認した後、
授業料を納付します。海外送金を
利用する方法や直接訪問して授業
料を支払う方法があります。授業料
納付の確認後、メールで決済完了
の内容をお送りします。

03

開講日の午前にオリエンテーショ
ンおよび1:1レベルテストを行いま
す。クラスの割り当てが終われば、
各クラスで楽しく韓国留学をはじ
めます。

受講申込書
パスポートのコピー

ローリングコリア　
ソウルキャンパス
ソウル市 麻浦区 ワールドカップ北路 19, 

テソンビルディング 3F（西橋洞447-7）
TEL 　+82 2 322 1515

FAX 　+82 2 322 9393

E-mail  　help@rollingkorea.com

ホームページ 　www.rollingkorea.com

Documents

Please send
documents to

受講申込書の受付 授業料の納付 授業開始
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韓国人の友達を
作る環境を備えた
語学学校

英会話クラス Rolling English

韓国人も通う学習環境！
韓国語クラスと一緒に、韓国人と外国人のための英会話クラスがオ
ープンされる予定です。韓国語を学ぶ留学生が韓国人と自然に会う
ことができることはもちろん、英会話クラスも受講することができる
環境が造成されます。

※ 上記クラスは、2019年7月にオープン予定です。
※ 詳細は別途のお問い合わせをお願い致します。
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