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福 岡

皆を祝福するようなとても晴れた爽やかな日となった3月12日（火）「卒業式・謝恩会」が執り行われました。TECH.C.
の代表として卒業証書を授与されたネパール出身のギリラメスさん。「長いようで短かかった4年間でした。ネパールか
らはじめて日本に来たのは名古屋の日本語学校でした。そこから東京に来てTECH.C.に入学しました。将来、多くの人
に喜んでもらえるインターネットサービスを提供して感謝される人になりたいと夢を持ってきました。TECH.C.では、
インフラやAIなど注目される分野について学びました。勉強を続ける為、金銭面でもとても苦労しましたが、日本の会
社に就職でき頑張った甲斐がありました。TECH.C.で学んできたことを社会で活かし、未来の社会をより豊かな安全な
ネット社会ができるようこれからも頑張っていきます。」これからのギリさんの活躍が期待されます！

東 京

大 阪

名古屋

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
スーパーITエンジニア専攻

GIRI RAMESH（ギリ ラメス）さん
ネパール・東京福祉大学日本語別科 名古屋キャンパス 就職先：株式会社ショーケース・ティービー（職種：プログラマー）

2019年3月、全国各地で2018年
度滋慶学園COMグループの卒業式
ならびに学位授与式を執り行い、
324名が新たな門出を迎えました。

留学生の保護者様及びご友人は
16ヶ国109名出席され、皆様それぞ
れにお子様の成長をご覧になり感慨
深いご様子でした。

卒業証書授与代表集合写真

3月5日（火）関西地区の卒業式が行われました。関西地区では、9ヵ国72名の
留学生が卒業しました。またOCAでは学校長賞をアニメーション専攻の台湾
からの留学生シャオ ウテイさんが受賞し、キャリナリーでは総代と皆勤賞を
インドネシアからの留学生クリスティアン アンカサさんが受賞されました。
壇上で堂々と賞を受け取る姿にとても感動しました。そして、わが子の晴れ姿
を見に海外からも沢山ご家族の方々が出席されました。母国の衣装や日本の
袴を身にまとっている学生さん達はとても色鮮やかでした。クラスメートと
の最後の思い出！！先生たちや学生代表の気持ちが伝わり涙しそうになりま
した。4月から新たな新生活が始まりますが、滋慶学園で学んだ事を活かして
頑張って下さい。

大阪アニメーションスクール専門学校

関西地区卒業式

卒業式 ～課題を解けるエンジニアであり続ける～

名古屋コミュニケーションアート専門学校では、3月21日（木）に卒業式を行い3名
が卒業していきました。スリランカと中国の女子学生は民族衣装で参加しました。み
んなと名残惜しそうにまた会う約束をしていました。

名古屋コミュニケーションアート専門学校

卒業式

3月4日（月）　ヒルトン福岡シーホークにて卒業式が行われ、福岡ブライダル＆ホ
テル・観光専門学校の留学生も卒業を迎えました。最後の授業と位置付けられた卒業
式は表彰や学校長挨拶等のプログラムがあり、姉妹校のゴスペル演奏など大変感動
的でした。式が終わると一人一人卒
業証書の授与が行われ、留学生たち
も誇らしげに証書を受け取ってい
ました。日本人の友達もたくさんで
き、それぞれ別れを惜しんでいまし
た。卒業後の進路は日本のホテルに
就職、帰国して大学進学や就職と
別々の進路を歩みます。みなさんの
未来が輝かしいものになるよう、こ
の学校で学んだことを大切に活躍
してください！応援しています！

福岡IR＆ウェディング・ホテル専門学校

第22回 卒業式

お世話になった先生と記念撮影民族衣装がとても似合っています 先生との別れを惜しむネパール出身留学生

2列目左から3番目アンカサさん卒業生のコージョンリーレオニーさんとご家族
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卒 業 式

入 学 式

就職先：チケットぴあ（職種：イベントスタッフ）

娘は他の大学を卒業してからTSMへ入学したので、他の日本人学生より年上でした。
入学時はそのことを不安にがっていましたが、実習などで一緒に苦労している間に

みんなととても仲良くできました。　この前は卒業旅行で日本人の友達6人と一緒に
韓国旅行へ行ってきました。ガイドとして
ソウルを旅してとてもいい思い出を作る
ことができました。
学校では現場実習授業が沢山あり、体力
的にも精神的にも色々苦労していました
が、その中で実務経験を積む事ができ、怠
けることなく生活できたので、本人にとっ
ては為になる2年間だったと思います。ま
た、就職支援もしっかりサポートして頂い
たので安心でした。

東京スクールオブミュージックアンドダンス専門学校
舞台制作専攻

JEON SO YOUNG（チョン ソヨン）さん
韓国・韓南大学

卒業式に出席して

2019年4月8日（月）にCOM東京合同入学式が東京国際フォーラムにて
開催されました。東京コミュニケーションアート専門学校の新入生519名
中留学生は18カ国184名と例年より多くご入学が決まりました。
奥山清行名誉学校長をはじめ多くの業界の方々、海外からかけつけて
くださったゲストの方々から祝辞、エールをいただきました。第二部では
在校生、卒業生によるプレゼンテーションが行われ実践教育を通じてプロとしての力を身につけた先輩方
の姿に憧れ、圧倒され、新入生はこれから自分たちの歩む道に期待と夢をふくらませたことでしょう。入学
式に参加した新入生にお話を伺いました。
「入学式では、先輩方のプレゼンテーションを聞き、自分の未来像を思い描きドキドキしました。日本の
アニメやマンガが好きで独学で一年間日本語を勉強しました。将来は人々に感動を与えられるクリエー
ターになりたいです。」とソンさんは期待感に溢れた目で話してくれました。レイさんは「奥山先生を以前
から知っており先生の工業デザインに魅力を感じていました。先生のスピーチを聞き感動しました。」と
数々の著名クリエーターの方々のスケールに圧倒された様子でした。
日本での学校生活には言葉の壁や文化の違いなどこれからいろいろ大変なこともあると思いますが、す
べてをパワーに変えて頑張っていきましょう。

東京コミュニケーションアート専門学校
コミックイラスト専攻（1年生）／グラフィックデザイン専攻（1年生）

SONG HYEONDAM（ソン ヒョンダム）さん
韓国・韓国栄州市大栄高等学校

励　謹安（レイ キンアン）さん
中国・メロス言語学院

祝！ TCACRE　入学式！

映画を勉強している知り合い
の話を聞き、滋慶学園に憧れてい
ました。声優が好きなので、東京
アニメ・声優専門学校を紹介さ
れ、オープンキャンパスに参加し
ました。
いろいろな学校と比べても設
備がとてもいいので、本校に入学したいと決めました。
最初の授業と言われる入学式にはとても驚きました。式典と
いうか、4時間のLIVEを鑑賞をしたような気持になりました。
あんなにかわいくて、すごく調教されたワンちゃんは始めて見
ましたし、コンサート会場に来たような気持ちがしました。本
当に感動しました。こんなにすごい学校で勉強できるのだと、
とてもワクワクしてきたと同時に、私は日本で声優として活躍
するから、頑張る！という気持ちになりました。

東京アニメ・声優専門学校
声優＆ヴォーカル専攻（1年生）

WANG CAI（オウ サイ）さん
中国・秀林日本語学校

入学式に出席して

3月12日（火）に2018年度卒業式が行われました。
平日にもかかわらず、母国からお越しいただいたTCA
の卒業留学生、杜さんのお母様にお話を伺いました。
「卒業式に出席できてとても良かったと思います。大
勢の学生と保護者が来場し、他の学校の学生たちも見
ることができて、素晴らしい式典だと思いました。」
娘は3年以上日本にいますが、SNSで連絡を取るこ
とができたので、特に困ったことはありませんでした。
娘の日本での就職を応援してはいますが、帰国する
ことになりました。娘はこれから日本で学んだ知識と
日本語力を活かして、中国の日本関連企業で仕事を探
す予定です。

東京コミュニケーションアート専門学校
コンピューターエンターテイメント科

杜艺萱（トウゲイケン）さん
中国・アジア国際語学センター

卒業式に
出席した 留学生保護者様へインタビュー

杜さんとお母さん一緒に記念写真

ホッサインさんのコメント『私は、こんなに大きな入学式に参加するのは初めてでした。
入学式のホールに入る前、私は単に、講義形式のセレモニーだろうと思っていました。しかし、セレモニーの第二部で有名な歌手
やミュージシャンとのコンサート形式になり、私は驚きました。セレモニーは本当に楽しかったです。トップレベルの音楽講師が
参加し、演奏された最後の曲は本当に美しかったです。私たちを楽しませてくれたすべての先生と、先輩の学生達に感謝します。
私は3DCG＆VFXアーティストになりたいと思っています。入学前から、教務の先生方全員が、私のために親身になってくれま
した。私はこれからプロになるために頑張ります。
ムハンマッドさんのコメント『オリエンテーションの中の3日間、先輩たちとショートムービーを作り、映画制作の方法について
多くを学びました。少しずつチームのメンバーと友達になり、その時間が本当に嬉しくて忘れられません。入学式はとても楽しく、
改めて「これから3年間頑張る！」という思いになりました。私もいつか先輩方のようなプレゼンができるようになりたいです。

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校
ハリウッドＣＧデザイン専攻（1年生）／監督・シナリオ専攻（1年生）

HOSSAIN MD MOSHARAF（ホッサイン エムディー モシャラフ）さん
バングラデシュ・城東日本語学校

MUHAMMAD YUSUFRABBANI（ムハンマッド ユスフラバニ）さん
インドネシア・外語ビジネス専門学校

オリエンテーション＆入学式に出席して

開式前の様子

入学式会場での写真です(左側です)

入 学 式 & オリエ ンテ ー ション

4月18日（木）、関西地区合同の入学式が行われま
した。今年度は11ヵ国124名の留学生が入学され
ました。当日は桜吹雪が舞う晴天で、新入生はとて
もわくわくした表情で会場へと向かっていました。
ロシアからの留学生ヴェツァク ミカイルさんは、

「卒業生のプレゼンテーションやパフォーマンスが
とても素晴らしかったです。私も4年間勉強を頑
張って、先輩たちのように活躍できるようになりた
いと思いました。また、入学生の数が多くて驚きま
したが、これから日本人や留学生の友達がたくさんできるのがとても楽しみです。」
と話していました。新入生の皆さんの学校生活がとても充実したものになることを
願っています。

OCA大阪デザイン&IT専門学校
スーパーゲームクリエーター（1年生）

VETCAK MIKHAIL（ヴェツァク ミカイル）さん
ロシア・大阪YMCA学院 日本語学科

2019年度 関西地区入学式

4月、たくさんの海外留学生がTSM渋谷・DA東京に入学しました。母国を離れダンスから俳
優、作曲、ミュージシャンまで様々なエンターテイメント分野にチャレンジしていきます。文
化の違いや慣れていない事、分からないことがまだまだたくさんありますがエンタメの中心
地、渋谷で夢に向けて頑張っていきます。約40人の留学生の内、バンドヴォーカルコースの新
入生にインタビューをしてみました。
※コースと名前を教えて下さい。⇒バンドヴォーカルコース　 フェナー エミリーアキコです。
※出身はどこですか。⇒オーストラリア出身です。
※自己紹介をしてください。⇒私はクラシック、JPOP、へヴィメタルなどジャンルを問わず色んなジャンルの音楽

が好きです。歌とピアノの他、アニメと漫画も好きで自然に日本が好きになりました。バイオリンを長く学びま
したが、歌を本気でやりたいと思いました。TSM渋谷で自分の夢を叶えたいです。

※これからの目標は何ですか。⇒Evanescenceのエイミー・リーさんのような影響力のあるヴォーカルになりた
いです。

東京ダンス＆アクターズ専門学校　東京スクールオブミュージック専門学校渋谷
バンドヴォーカル（1年生）

FENNER EMILYAKIKO（フェナー エミリーアキコ）さん
オーストラリア・東洋言語学院

今年も世界各国から留学生が入学

4月になりいよいよ新生活がスタートしました。名古屋地区では9名の留学生が入
学しました。出身国は中国、韓国、ネパール、インドネシア、ナイジェリアなど様々。
8ヵ国という非常に多様な地域から留学生が集まりました。

元WEBデザイナー講師でしたが、将来はゲームの会社を作りたいとゲームプログ
ラム専攻に入学したマイクさんにお話を聞き
ました。『私の夢はプログラマーになることで
す。元々ゲームが好きで、ゲームの勉強がした
いと思っていました。ナイジェリアから日本
に留学する人は少ないですが、日本には有名
なゲームがたくさんあるので、ゲームの勉強
をするのにはぴったりだと思い、留学を決め
ました。将来はゲームに携わる仕事に就くこ
とが目標です。』

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
ゲームプログラマー専攻（1年生）

EGBUZIE MIKE OSEDUM（エブジ マイク オセドゥム）さん
ナイジェリア・名古屋国際日本語学校

入学式＆オリエンテーション

4月3日（水）　福岡合同の入学式が行わ
れ、福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校
にはネパール、スリランカ、ベトナム出身の
留学生が15名入学されました。また、学校で
は新入生のためのオリエンテーションが行
われ、教科書や時間割が配布されました。特
に留学生の新入生・在校生にむけてビザやア
ルバイト、生活面についてのサポートについ
て詳しく説明を受けました。新入生の皆さん
は不安なこともあるかと思いますが、学校が
しっかりとサポートしていきますので安心
してくださいね！

福岡IR＆ウェディング・ホテル専門学校

入学式＆留学生オリエンテーション

オリエンテーションの様子

4月9日(火)に北海道滋慶学園グループ合同入学式を札幌コ
ンベンションセンターにて行いました。当日は晴天で素晴らし
い入学式日和となりました。新入生は新品のスーツ・制服を身
にまとい緊張した面持ちで会場入
り。留学生の全智厚さんも少し緊張
気味の様子。入学式終了後は緊張が
解けたのか写真を撮ったり、笑い
あったりなど活き活きとしていま
した。同じ学科の学生と連絡先交換
もできて早速お友達ができたよう
でとても楽しんでいました。これか
ら2年間みんなで頑張っていきま
しょう！

札幌アニメ・声優専門学校
エンターテイメント総合科声優コース（1年生）

全　智厚（ジョン ジフ）さん
韓国・SCAUデジタルソウル文化芸術大学

2019年度北海道8校合同入学式

連絡先交換中

留学生オリエンテーション

留学生のためのオリエンテーションが行われました。

オリエンテーションにて交流を深める留学生たち

入 学 式

留学生のミカイルさん



2019/MAY

滋慶国際交流 COM　TODAY 【3】

卒 業 式

入 学 式

就職先：チケットぴあ（職種：イベントスタッフ）

娘は他の大学を卒業してからTSMへ入学したので、他の日本人学生より年上でした。
入学時はそのことを不安にがっていましたが、実習などで一緒に苦労している間に

みんなととても仲良くできました。　この前は卒業旅行で日本人の友達6人と一緒に
韓国旅行へ行ってきました。ガイドとして
ソウルを旅してとてもいい思い出を作る
ことができました。
学校では現場実習授業が沢山あり、体力
的にも精神的にも色々苦労していました
が、その中で実務経験を積む事ができ、怠
けることなく生活できたので、本人にとっ
ては為になる2年間だったと思います。ま
た、就職支援もしっかりサポートして頂い
たので安心でした。

東京スクールオブミュージックアンドダンス専門学校
舞台制作専攻

JEON SO YOUNG（チョン ソヨン）さん
韓国・韓南大学

卒業式に出席して

2019年4月8日（月）にCOM東京合同入学式が東京国際フォーラムにて
開催されました。東京コミュニケーションアート専門学校の新入生519名
中留学生は18カ国184名と例年より多くご入学が決まりました。
奥山清行名誉学校長をはじめ多くの業界の方々、海外からかけつけて
くださったゲストの方々から祝辞、エールをいただきました。第二部では
在校生、卒業生によるプレゼンテーションが行われ実践教育を通じてプロとしての力を身につけた先輩方
の姿に憧れ、圧倒され、新入生はこれから自分たちの歩む道に期待と夢をふくらませたことでしょう。入学
式に参加した新入生にお話を伺いました。
「入学式では、先輩方のプレゼンテーションを聞き、自分の未来像を思い描きドキドキしました。日本の
アニメやマンガが好きで独学で一年間日本語を勉強しました。将来は人々に感動を与えられるクリエー
ターになりたいです。」とソンさんは期待感に溢れた目で話してくれました。レイさんは「奥山先生を以前
から知っており先生の工業デザインに魅力を感じていました。先生のスピーチを聞き感動しました。」と
数々の著名クリエーターの方々のスケールに圧倒された様子でした。
日本での学校生活には言葉の壁や文化の違いなどこれからいろいろ大変なこともあると思いますが、す
べてをパワーに変えて頑張っていきましょう。

東京コミュニケーションアート専門学校
コミックイラスト専攻（1年生）／グラフィックデザイン専攻（1年生）

SONG HYEONDAM（ソン ヒョンダム）さん
韓国・韓国栄州市大栄高等学校

励　謹安（レイ キンアン）さん
中国・メロス言語学院

祝！ TCACRE　入学式！

映画を勉強している知り合い
の話を聞き、滋慶学園に憧れてい
ました。声優が好きなので、東京
アニメ・声優専門学校を紹介さ
れ、オープンキャンパスに参加し
ました。
いろいろな学校と比べても設
備がとてもいいので、本校に入学したいと決めました。
最初の授業と言われる入学式にはとても驚きました。式典と
いうか、4時間のLIVEを鑑賞をしたような気持になりました。
あんなにかわいくて、すごく調教されたワンちゃんは始めて見
ましたし、コンサート会場に来たような気持ちがしました。本
当に感動しました。こんなにすごい学校で勉強できるのだと、
とてもワクワクしてきたと同時に、私は日本で声優として活躍
するから、頑張る！という気持ちになりました。

東京アニメ・声優専門学校
声優＆ヴォーカル専攻（1年生）

WANG CAI（オウ サイ）さん
中国・秀林日本語学校

入学式に出席して

3月12日（火）に2018年度卒業式が行われました。
平日にもかかわらず、母国からお越しいただいたTCA
の卒業留学生、杜さんのお母様にお話を伺いました。
「卒業式に出席できてとても良かったと思います。大
勢の学生と保護者が来場し、他の学校の学生たちも見
ることができて、素晴らしい式典だと思いました。」
娘は3年以上日本にいますが、SNSで連絡を取るこ
とができたので、特に困ったことはありませんでした。
娘の日本での就職を応援してはいますが、帰国する
ことになりました。娘はこれから日本で学んだ知識と
日本語力を活かして、中国の日本関連企業で仕事を探
す予定です。

東京コミュニケーションアート専門学校
コンピューターエンターテイメント科

杜艺萱（トウゲイケン）さん
中国・アジア国際語学センター

卒業式に
出席した 留学生保護者様へインタビュー

杜さんとお母さん一緒に記念写真

ホッサインさんのコメント『私は、こんなに大きな入学式に参加するのは初めてでした。
入学式のホールに入る前、私は単に、講義形式のセレモニーだろうと思っていました。しかし、セレモニーの第二部で有名な歌手
やミュージシャンとのコンサート形式になり、私は驚きました。セレモニーは本当に楽しかったです。トップレベルの音楽講師が
参加し、演奏された最後の曲は本当に美しかったです。私たちを楽しませてくれたすべての先生と、先輩の学生達に感謝します。
私は3DCG＆VFXアーティストになりたいと思っています。入学前から、教務の先生方全員が、私のために親身になってくれま
した。私はこれからプロになるために頑張ります。
ムハンマッドさんのコメント『オリエンテーションの中の3日間、先輩たちとショートムービーを作り、映画制作の方法について
多くを学びました。少しずつチームのメンバーと友達になり、その時間が本当に嬉しくて忘れられません。入学式はとても楽しく、
改めて「これから3年間頑張る！」という思いになりました。私もいつか先輩方のようなプレゼンができるようになりたいです。

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校
ハリウッドＣＧデザイン専攻（1年生）／監督・シナリオ専攻（1年生）

HOSSAIN MD MOSHARAF（ホッサイン エムディー モシャラフ）さん
バングラデシュ・城東日本語学校

MUHAMMAD YUSUFRABBANI（ムハンマッド ユスフラバニ）さん
インドネシア・外語ビジネス専門学校

オリエンテーション＆入学式に出席して

開式前の様子

入学式会場での写真です(左側です)

入 学 式 & オリエ ンテ ー ション

4月18日（木）、関西地区合同の入学式が行われま
した。今年度は11ヵ国124名の留学生が入学され
ました。当日は桜吹雪が舞う晴天で、新入生はとて
もわくわくした表情で会場へと向かっていました。
ロシアからの留学生ヴェツァク ミカイルさんは、

「卒業生のプレゼンテーションやパフォーマンスが
とても素晴らしかったです。私も4年間勉強を頑
張って、先輩たちのように活躍できるようになりた
いと思いました。また、入学生の数が多くて驚きま
したが、これから日本人や留学生の友達がたくさんできるのがとても楽しみです。」
と話していました。新入生の皆さんの学校生活がとても充実したものになることを
願っています。

OCA大阪デザイン&IT専門学校
スーパーゲームクリエーター（1年生）

VETCAK MIKHAIL（ヴェツァク ミカイル）さん
ロシア・大阪YMCA学院 日本語学科

2019年度 関西地区入学式

4月、たくさんの海外留学生がTSM渋谷・DA東京に入学しました。母国を離れダンスから俳
優、作曲、ミュージシャンまで様々なエンターテイメント分野にチャレンジしていきます。文
化の違いや慣れていない事、分からないことがまだまだたくさんありますがエンタメの中心
地、渋谷で夢に向けて頑張っていきます。約40人の留学生の内、バンドヴォーカルコースの新
入生にインタビューをしてみました。
※コースと名前を教えて下さい。⇒バンドヴォーカルコース　 フェナー エミリーアキコです。
※出身はどこですか。⇒オーストラリア出身です。
※自己紹介をしてください。⇒私はクラシック、JPOP、へヴィメタルなどジャンルを問わず色んなジャンルの音楽

が好きです。歌とピアノの他、アニメと漫画も好きで自然に日本が好きになりました。バイオリンを長く学びま
したが、歌を本気でやりたいと思いました。TSM渋谷で自分の夢を叶えたいです。

※これからの目標は何ですか。⇒Evanescenceのエイミー・リーさんのような影響力のあるヴォーカルになりた
いです。

東京ダンス＆アクターズ専門学校　東京スクールオブミュージック専門学校渋谷
バンドヴォーカル（1年生）

FENNER EMILYAKIKO（フェナー エミリーアキコ）さん
オーストラリア・東洋言語学院

今年も世界各国から留学生が入学

4月になりいよいよ新生活がスタートしました。名古屋地区では9名の留学生が入
学しました。出身国は中国、韓国、ネパール、インドネシア、ナイジェリアなど様々。
8ヵ国という非常に多様な地域から留学生が集まりました。

元WEBデザイナー講師でしたが、将来はゲームの会社を作りたいとゲームプログ
ラム専攻に入学したマイクさんにお話を聞き
ました。『私の夢はプログラマーになることで
す。元々ゲームが好きで、ゲームの勉強がした
いと思っていました。ナイジェリアから日本
に留学する人は少ないですが、日本には有名
なゲームがたくさんあるので、ゲームの勉強
をするのにはぴったりだと思い、留学を決め
ました。将来はゲームに携わる仕事に就くこ
とが目標です。』

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
ゲームプログラマー専攻（1年生）

EGBUZIE MIKE OSEDUM（エブジ マイク オセドゥム）さん
ナイジェリア・名古屋国際日本語学校

入学式＆オリエンテーション

4月3日（水）　福岡合同の入学式が行わ
れ、福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校
にはネパール、スリランカ、ベトナム出身の
留学生が15名入学されました。また、学校で
は新入生のためのオリエンテーションが行
われ、教科書や時間割が配布されました。特
に留学生の新入生・在校生にむけてビザやア
ルバイト、生活面についてのサポートについ
て詳しく説明を受けました。新入生の皆さん
は不安なこともあるかと思いますが、学校が
しっかりとサポートしていきますので安心
してくださいね！

福岡IR＆ウェディング・ホテル専門学校

入学式＆留学生オリエンテーション

オリエンテーションの様子

4月9日(火)に北海道滋慶学園グループ合同入学式を札幌コ
ンベンションセンターにて行いました。当日は晴天で素晴らし
い入学式日和となりました。新入生は新品のスーツ・制服を身
にまとい緊張した面持ちで会場入
り。留学生の全智厚さんも少し緊張
気味の様子。入学式終了後は緊張が
解けたのか写真を撮ったり、笑い
あったりなど活き活きとしていま
した。同じ学科の学生と連絡先交換
もできて早速お友達ができたよう
でとても楽しんでいました。これか
ら2年間みんなで頑張っていきま
しょう！

札幌アニメ・声優専門学校
エンターテイメント総合科声優コース（1年生）

全　智厚（ジョン ジフ）さん
韓国・SCAUデジタルソウル文化芸術大学

2019年度北海道8校合同入学式

連絡先交換中

留学生オリエンテーション

留学生のためのオリエンテーションが行われました。

オリエンテーションにて交流を深める留学生たち

入 学 式

留学生のミカイルさん



滋慶学園COMグループは、留学生を入学前から卒業後までトータルにサポートします。滋慶国際交流
COMとは？ 開校以来、世界44ヵ国、6,348名の留学生が卒業し、日本のみならず、世界各国で活躍しています。そこで滋慶学園COMグループでは、留学生のための総合窓口｢滋慶国際交流COM｣を設置しています。出願、ビザ、

学費、奨学金、就職などの入学にあたっての質問や、住まいをはじめとする日本での生活の相談まで、慣れない日本での学びや生活の不安を解消するため、専任スタッフが入学から卒業までトータルにサポートします。

Address 東京都江戸川区西葛西 3-14-8 TSM2階　Tel 03-5679-5644　Fax 03-3688-6297　E-mail jcic@jikeicom.jp　HP http://www.jikei.asia/com/jp/

滋慶国際
交流COM

ID：jikeicom ID：jcic123 ID：jcic2016 ID：jcic5644 ID：jikeicom

LINE http://line.naver.jp/ti/p/eu-FdKfa0J
FACEBOOK https://m.facebook.com/jikeicom
Wechat https://weixin.qq.com/r/L9dGXorEQdc_rc4994I9
Instagram https://www.instagram.com/jikeicom/?hl=ja
カカオトーク http://qr.kakao.com/talk/uACNcLLPpyfvjMsNaxxstNjDQVA-

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校

E-mail: info@kyoto-iken.ac.jp
http://www.kyoto-iken.ac.jp/

京都医健専門学校
〒604-8203 京都市中京区三条通室町西入衣棚町51-2

0120-448-808

京都

OCA大阪デザイン＆IT専門学校

大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

E-mail: info@jikei-hospitality.ac.jp
http://www.jikei-hospitality.ac.jp

大阪IR＆ウェディング・ホテル専門学校

大阪ECO動物海洋専門学校

E-mail: info@culinary.ac.jp
〒550-0014

http://www.culinary.ac.jp

http://www.oas.ac.jp

名古屋デザイン&テクノロジー専門学校
〒460-0008 名古屋市中区栄3-20-4
　 ０１２０-758-598   E-mail: info@nca.ac.jp
https://www.nagoya-.design.jp

名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

仙台ECO動物海洋専門学校
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-4-19
　 0120-482-133
http://www.sendai-eco.ac.jp/

名古屋ECO動物海洋専門学校
〒460-0008 名古屋市中区栄3-21-6
　 0120-758-118   Email:info@nagoya-eco.ac.jp
http://www.nagoya-eco.ac.jp

名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校
〒460-0008 名古屋市中区栄2-15-43
　 0120-532-758  Email:ncainfo@nca.ac.jp
http://www.nca.ac.jp

（2020年4月名古屋コミュニケーション
アート専門学校より校名変更予定）

札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校
〒060-0001 札幌市中央区北１条西８丁目2番地75
　 0120-27-6200   Email:info@ssm.ac.jp
http://www.ssm.ac.jp

札幌アニメ・声優専門学校
〒060-0001 札幌市中央区北１条西８丁目2番地75
　 0120-27-6200   Email:info@sba.ac.jp
http://www.sba.ac.jp

仙台デザイン＆テクノロジー専門学校 （2020年4月仙台コミュニケーション
アート専門学校より分離独立予定）

仙台スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺2丁目1-11
　 0120-482-132   Email:info@sendai-com.ac.jp
http://www.sendai-com.ac.jp

（2020年4月仙台コミュニケーション
アート専門学校より分離独立予定）

仙台カフェ・パティシエ＆調理専門学校
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡４丁目-11-20
　 0120-482-135   Email:info@s-culinary.ac.jp
http://www.s-culinary.ac.jp

（2020年4月仙台コミュニケーション
アート専門学校より校名変更予定）

（2020年4月福岡ブライダル
＆ホテル・観光専門学校より校名変更）

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

福岡IR＆ウェデイング・ホテル専門学校
〒812-0032 福岡県福岡市博多区石城町20-9
　 ０１２０-717-265   E-mail: info@f-hospitslity.ac.jp
http://www.f-hospitality.ac.jp

福岡医健・スポーツ専門学校

神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1
　 0120-117-540　E-mail: info@music.ac.jp
http://www.music.ac.jp/

東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校（2020年4月東京アニメ・声優
専門学校より校名変更予定）

（2020年4月大阪アニメーション
スクール専門学校より校名変更予定）

（2020年4月大阪ウェディング＆ホテル
・観光専門学校より校名変更予定）

仙台医健・スポーツ＆こども専門学校

http://www.sca.ac.jp
Email:info@sca.ac.jp


