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1994年2月1日に初公演され、今年で25周年を迎える骨髄移植推進キャンペーンミュージ
カル「明日への扉」。ミュージカル「明日への扉」は社会貢献として学生たちが自ら、企画・制作・
出演をし、一人でも多くの人に骨髄移植によって助かる命があることをこのミュージカルを通じて伝
えようとしているものです。8月30・31日東京公演、9月12・13・14日大阪公演を行い、満員御礼で終了しました。ミュー
ジカルにはダンサーとして出演するほかミュージカル制作スタッフとしてたくさんの留学生が参加しました。

「明日への扉」

みんなで一つになれました！

本場後全員集合写真

以前、吹奏楽部でトランペットの経験があり、「明日への扉」のことを聞くと、
とてもやりたくなり、BIG BANDに参加しました。
本番までは、週２回、3時間以上の練習で、昨年より4曲も新曲が増え、とても
大変でした。周りの人は志がとても強く、自分にできるか心配でした。

本番は最後まで緊張していました。
プロと同様の現場で、出演者の輝い
ている目はすごい熱意で、自分にも
熱いものを感じ、「舞台は１人では作
れず、お互いに支え合い、皆が協力
して作られる」と実感しました！
この参加でトランペットの技術がレ
ベルアップし、指揮者から熱くて共
感できるいろいろなお話を頂き、先
輩達と楽しくコミュニケーションが
取れ、あらゆる面で成長しました。こ
の経験を活かしてアニメイベントが
作れるよう頑張りたいと思います。

東京アニメ・声優&eスポーツ専門学校
アニメイベント企画専攻（1年生）

林　暁微（リン ギョウビ）さん
台湾・メロス言語学院

日本で初参加！「明日への扉」

劇中バンド、ゴスペルアンサンブルの音響オペレーションを担当しました。
ミュージカルの中でも特にたくさんの人の声や音を扱うセクションだった
ので、やりがいがありましたし、自分がミックスした音で会場をうめつくし、
観客の方に届け、成功したので、達成感、喜びを感じました。初めて一般の
お客様に向けてオペレーションをしたので、
緊張しましたが、講師の先生や先輩から丁寧
にアドバイスをもらって、自分のやることに
集中してやるようにしました。元々はドラマー
になりたかったのですが、家族からミュージ
シャンよりエンジニアなどの技術的な仕事を
してほしいと言われ、自分としては音楽の仕
事をやりたかったので、音楽分野のエンジニ
ア、PAエンジニアを目指しました。自分もラ
イブが好きなので、ライブをつくる仕事の勉
強ができて幸せです。

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
PAエンジニアコース（1年生）

CHOI JAE SEONG（チェ ゼソング）さん
韓国・仁川靑羅高等学校

自分がミックスした音が
会場をうめつくす達成感

ミュージカル

ザ・シンフォニーホールにて行われた、骨髄移植推進キャンペーンミュージカル「明日への扉」にダ
ンサーとして出演しました！私は中国から日本に留学に来て、まず観光の大学に行き観光を学びまし
た。ダンスも好きでちょっと踊っていましたが、本格的には大阪ダンス＆アクターズ専門学校で学び
始めました。そして今回のイベントであるミュージカル「明日への扉」ではダンサーとしてHIP HOPダンスのシーンに出
演しました。みんなと一緒に大きな舞台で踊れた事はすごく良かったです。将来は中国でダンスのインストラクターとし
て、ダンススタジオを経営して、観光の知識も活かして中国のエンターテインメントをもっと盛り上げていければと考え
ています！

大阪ダンス＆アクターズ専門学校
ダンスプロフェッショナル（1年生）

左　明星（サ メイセイ）さん
中国・大阪観光大学

ミュージカル「明日への扉」
～HIP HOPダンスのシーンに出演！～
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東 京 ゲ ー ム ショウ 2 0 1 9

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
ゲーム企画・シナリオ（2年生）

白 沛農（ハク ハイノウ）さん
中国・西安培華学院

東京ゲームショウ2019 ～汗と涙の4日間～

9月12日から15日の4日間、幕張メッセにて東京ゲームショウ2019が開催されました。数多くの有名企業が新作ゲームを発表する中、ゲームスクールゾーン
でもVRなどの体感型ゲームを目玉とし、盛り上がりを見せておりました。10年連続の出展となる本校では、昨年大好評であったVTuberを今年も展示。ポッ
プでカラフルなTECH.C.公式キャラクター「テリーとクララ」をメインとし、2人が出展の11作品を紹介する様子が正面のモニターに映し出されるという演出
でした。今年はPC、スマートフォンゲームはもちろん、VRやKinect、ミラーディスプレイといった体感型ゲームが、老若男女問わず大人気でした。多種多様なゲームが出展された

中、今回初めての参加となった、ハクさんは絵巻式ゲーム「唐国遊仙記」のリーダー兼プラ
ンナーを務めました。「より良いゲームを作るために、チームメンバーが積極的に意見を出
し合っていたことが印象に残りました。衝突してしまった時もありましたが、そのおかげでク
オリティの高いゲームが完成したと思います。メンバーには感謝しています。」と語った。
また、今後の目標について、「東京ゲームショウ2019ではお客様の反応が直接目に見える
ので、自分の制作をいい方向に導いてくれました。来年は、自分の渾身作を持って皆に見せ
たいと思います。」と話してくれました。

今年も大いに盛り上がりました！ 皆で記念撮影！

9月12日（木）から15日（日）の4日間、千葉県の幕張メッセにて開催された日本最大のゲーム展示会、東京
ゲームショウ2019に、TCAも15年連続で出展。今年も圧巻のブースで全体来場者数は26万2000名、40
の国と地域から655の企業が集まりました。学生スタッフとしてブースに立ったタン君。日本語・英語・マ
レー語の三か国語をあやつり、海外からのお客様の対応に大活躍でした。1、2年生の時はイラストが、3年
生の今回は卒業制作「Retribution」を展示。なんと今年はキャラクターからプログラムまですべてを一人
で制作。なめらかでカッコイイ反応とアクションが特徴の爽快感があるアクションゲームです。　「ある大手
アクションゲーム会社の方にも褒められて、最高でした！」と嬉しそうに話してくれました。「卒業後もたくさ
ん学んで、将来はジェネラリストとして活躍し、ゲームショウに自分のブースを出すのが夢です！」とのこと。
また、１年生でゲームショウに参加したリン君は「新感覚対戦型VＲスポーツ体験」のゲーム制作に参加。
ゲームバグや動作のチェック、当日の運営を担当しました。「初めてのゲーム制作だったのでたくさんの人
がプレイしてくれたのを見られてとても嬉しかった。来年は運営側ではなく、自分が作ったゲームが東京
ゲームショウで展示できるよう頑張ります！」と意気込んでいました！これからも一緒に業界を盛り上げてい
きましょう。

東京コミュニケーションアート専門学校
ゲームプログラマー（1年生）／ゲームグラフィック＆キャラクター（3年生）

林　星（リン シン）さん
中国・与野学院日本語学校

TAN BOH SHEH（タン ボーシェ）さん
マレーシア・SMK USJ 8

TCA15年連続出展！！ 圧巻の東京ゲームショウ２０１９

（タンさん）就職先：株式会社クリーク・アンド・リバー社（職種：デザイナー）

リン君がかかわったVRゲーム 東京ゲームショウ2019TCAブース

ブース来場者の方にゲームを説明するタン君

今年もOCA大阪デザイン＆IT専門学校は東京ゲームショウ2019に出展し、留学生も大活躍してくれました。ゲームグラフィック＆キャラ
クター専攻3年生のコウさんとジョさんは学生スタッフとして積極的に来場者への対応を行い、沢山の日本人と話すことができ自信に
なったと語ってくれました。また、ゲームプログラマー専攻3年生のビンセントさんは展示が決まったVRゲームのBGMやランキングの制
作を行い、スーパーゲームクリエーター専攻2年生のオウさんは自身が制作したゲームが学生の中から選ばれ展示されました。2人とも、
沢山の人がゲームを体験し、喜んでくれる姿を間近でみて、「今後もみんなが喜んで笑顔になれるゲームを作っていきたい」と意気込み
を語ってくれました。

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
ゲームグラフィック＆キャラクター専攻（3年生）／ゲームグラフィック＆キャラクター専攻（3年生）／ゲームプログラマー専攻（3年生）／スーパーゲームクリエーター専攻（2年生）

東京ゲームショウ2019 ～大活躍の留学生達！～

洪　啓惇（コウ ケイジュン）さん
台湾・J国際学院

VINCENT FERRANDY（ビンセント フェランディ）さん
インドネシア・京進ランゲージアカデミー

徐　梓清（ジョ シセイ）さん
中国・ECC国際外語専門学校

王　家驥（オウ カキ）さん
中国・東京早稲田外国語学校

オウさんビンセントさん来場者に資料を配るジョさん来場者の対応を行うコウさん
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学校イベント

タレント系の学生が全員で取り組む「SBMSSA☆演
劇フェスティバル」にて声優コースのオオイさんと
ジョンさんが舞台に初挑戦。「ゲネプロでは緊張したが、本番は順調に演じることがで
き、非常に楽しかった」とオオイさん。そして韓国でも演技を学んでいたジョンさんは「映
像を通した演技経験はあるが、舞台は初めて。映像アクティングと舞台アクティングは全
く違う部分が多くて難しく日本語で演技するのも大変だった。でも、お客様の前で演じる
事は良い経験になった」と語った。後期はWe are SBM! SSA!もあるので、たくさんの
経験を積んで、声優として演技力を身につけたい！と二人とも熱い意気込みを語ってく
れました。

札幌アニメ・声優専門学校
声優コース（1年生）

OOI JIAN RONG（オオイ ジャン ロング）さん
マレーシア・北海道日本語学院札幌本校

JEON JIHU（ジョン ジフ）さん
韓国・ＳＣＡＵデジタルソウル文化芸術大学

学内演劇公演で留学生が活躍！

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

本校では、定期的に姉妹校合同で在校留学生へ向けたイベントを開催しております。
9月12日(木)に、今年度3回目となる留学生イベントとして福岡の伝統的な祭りである

「放生会」を訪れました。
今回、FCAは留学生だけでなく日本人の学生も一緒にイベントへ参加。
様々な専攻の学生が集まり、新たな友情を育みました。
留学生が日本人の学生と先生に「放生会」の歴史や飾りについて質問する姿も。
参拝の後は、メインイベントの屋台(露店)巡りへ。
参道の両側にずらりと並んだ、約500店舗以上の屋台群に参加者一同大興奮。
思い思いに好きな食べ物を購入し、祭りを最大限に満喫することができた一日でした。

福岡姉妹校合同留学生イベントで
「放生会」に遊びに行きました！

何でも相談しあう良きライバル！

社長役がぴったり？貫禄十分です

難しいセリフや動きも努力でクリア気合いっぱいの円陣でスタート！

本校のゲーム教育について学びたいと、インドネシア
より約50名の学生さんが見学にいらっしゃいました。
学校スタッフによる学校紹介、講師による特別講義は
日本語で行われたのですが、その通訳をインドネシア
出身の在校生、ジョニさんが行いました。「机上で訳す
のとは違い、喋った言葉をその場で訳して伝えるとい
う経験がこれまであまり無かったので、難しかったです。しかし、母国からこんなに沢
山の学生が来てくれたこと、自分が架け橋になれたことはとても嬉しかったです」
またその中で、学生同士がお互いに自分たちの制作したゲームを紹介し合う交流会を
行い、台湾出身のテイさん、マレーシア出身のマーさんが発表をしてくれました。お互
いの制作しているゲーム、環境について活発に意見交換をし、留学生の活躍により、お
互いに勉強となる有意義な時間となりました。

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
Webクリエイター（3年生）／ゲーム企画・シナリオ（2年生）／スーパーゲームクリエイター（4年生）

JONI INDRA（ジョニ インドラ）さん
インドネシア・横浜デザイン学院 日本語学科

鄭　文（テイ ブン）さん
台湾・天王教輔仁大学

MAH KAI LE（マー カイ リ）さん
マレーシア・東洋言語学院

留学生が、力を合わせて学校紹介
屋台を楽しむ学生「放生会」にて

大阪ECO学園祭2019では、動物とのふれあいやアニマルショー
などを通して、来校された約5,000人の方に楽しんでいただくこ
とができました！
学園祭は、学生たちで企画を考え、準備し、当日の運営まで行います。その中で、ペット
トリマー＆エステティシャン専攻1年生クラスでは、ワンちゃんとのふれあい体験や撮
影スポットを作り、そこでの写真撮影コーナーを運営しました。
その一員として、留学生のコウさんは、受付やブー
スを運営し、常に笑顔で来校された方を楽しませよ
うと励んでいました！
この学園祭での“自分たちで考え実行する”という
経験を今後の学びやその先に活かしてくれること
に期待です。

大阪ECO動物海洋専門学校
ペットトリマー＆エステティシャン専攻（1年生）

江　函珈（コウ カンカ）さん
台湾・大阪ＹＭＣＡ国際専門学校

大阪ECO学園祭2019
～自分たちで考え実行することを経験～

学園祭の入り口はこちら

学生たちが作ったブースポスター

手伝ってくれるワンちゃんのお世話中プレゼンをするマー カイ リさんプレゼンをするテイ ブンさん

通訳をするジョニ インドラさん
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企 業 プ ロ ジェクト

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
パティシエコース（2年生）

洪　欣妤（ホン シンユー）さん
台湾・国立新営高級中学

卜　涵（ボク カン）さん
台湾・J国際学院

杜　濰（ト イ）さん
中国・J国際学院

企業プロジェクトで優秀賞を受賞！

大阪で多くの人気店を展開している株式会社シャノワール様より、「自分達でイベントを作り、その核となる商品を提案する」という
課題をいただきました。在校生は、ゼミでの制作課題として取り組みました。
その中で留学生チームは試行錯誤しながら、商品開発に挑戦し、優秀賞を受賞しました。
今回の企業プロジェクトを通じて、課題に応じたオリジナルのケーキを作ることに取り組みました。一からケーキの組み立て、味のバ
ランス、飾りまで考えるのはとても大変でしたが、一生懸命頑張った結果、完成したケーキが優秀賞を頂いたので、非常に達成感を
感じることができ、とても貴重な経験になりました。

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校
映画・映像編集専攻（1年生）

SUPAKARN ANAKKAWEE（スパカン アナッカウィー）さん
タイ・玉川国際学院

プロスタッフと一緒にMV撮影をしました！

8月10日に産学連携プロジェクト 「FESTIVAL OUT×藤巻亮太（レミオロメン）」が行
われました。制作・音響・照明に在校生がスタッフとして参加、学校内でMV撮影をしま
した。私は今回、照明スタッフとして参加をしました。
撮影場所は、屋上と8階スタジオです。私は、屋上での撮影は映像的に美しくならないと
思っていましたが、プロの撮影を間近でみて驚きました。カメラクレーンを使って、上か
らの景色を綺麗に映していて、映えないと思っていた屋上が良い意味で別の場所の様
に感じました。元々照明には興味があり、基本的なことは理解していると思っていまし
た。しかし、プロの仕事はどれも目新しいものばかりで自分はまだまだだと痛感するとと
もに、やる気が湧いてきました。
8月の頭に照明を生かした自主映画を撮りましたが、今回の貴重な体験を通して私はさ
らに進化することができました。

8階スタジオと屋上でスタッフとして参加しました。撮影終了後、上映会＆ミニライブを行ったときの集合写真です。

放送芸術学院専門学校
ライブイベント制作コース（2年生）

曾　子駿（ソウ シシュン）さん
香港・J国際学院

島フェス２０１９ ～音響スタッフで現場リーダーを経験～

小豆島で毎年行われている島フェス２０１９に本校の在校生である音響専攻と照明専攻の学生が現場研修の一環として参加しました。そして、今回音響スタッ
フとして香港からの留学生であるソウさんが参加。ソウさんはセカンドステージの音響スタッフとして参加しました。セカンドステージでは2年生のソウさんと
1年生2人の学生メンバーで臨み、ソウさんは学生リーダーとして現場を指揮しました。ソウさんは、「今まで現場リーダーを経験したことがなく、不安でした
が 周 り の 先 生 の サ
ポートや現場の方のお
かげで無事に２日間や
りきることができ、本
当に良かったです。」と
話してくれました。将
来はプロの音響スタッ
フとして 多くの 方 に
ハッピーを届けていき
たいと語ってくれまし
た。ソウさんの活躍に
乞うご期待！

受賞された作品優秀賞を受賞企業様の前で商品プレゼン制作様子
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特 別 講 義

就 職 内 定

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
コミックイラスト専攻（2年生）

AMANDA ARDELIA DJAAFARA（アマンダ アルデリア ジャアファラ）さん
インドネシア・ISIランゲージスクール

大人気のイラストレーターから学ぶ

イラストレーターの月神るな先生による、イラストテクニックとデジタル技法の特別講義を行いました。
講義では、月神先生が作品を制作していく過程や、ラフをどの様に作り上げていくかというところからデジタルで完成
させる時のコツまで、丁寧に教えていただきました。受講していたアマンダさんも、「先生の完成している作品のレイ
ヤーの分け方なども見せていただき、とても勉強になりました。」と話してくれました。また、ライブペインティングで実
際に描くところも見学させていただいたのですが、「線画の早さに圧倒されました。先生のお話も大変ためになり、様々
なことに全力で取り組み、その一つひとつを大切にしていきたいと思いました。」と、今後絵を仕事にしていく上での心
の持ち方まで気づかされた講義となりました。

講義の様子

東京コミュニケーションアート専門学校
ゲームグラフィック＆キャラクター（3年生）

来　添翼（ライ ティエンイー）さん
中国・JCLI日本語学校 新宿校

大手ゲーム会社に内定！ 憧れのデザイナーへ

ライくんが大手ゲーム会社【株式会社カプコン】から内定をいただきました！カプコンは「モンスターハンター」や「バイ
オハザード」など素晴らしいゲームを世に送り出してきた、ゲーム会社。ここで春からゲームデザイナーとして活躍予定
です。

「友達の紹介でTCAを知りました。体験授業に参加してみて、教育環境や企業プロジェクトの充実ぶりに感激し、入学し
ました。入学後は様々なゲーム企業のプロ
ジェクトに参加し、企業の求めるキャラク
ターや世界観を描ける力を身につけるこ
とができました。将来はアートディレクター
になって、自分のゲームを作ること！夢実現
にむけて頑張ります！！」

［月神るな先生プロフィール］
東京都在住イラストレーター。広井王子新作『千年少女團-ミレニアムシスターズ-』、世界初長編VRアニメーション

『Project LUX』、温泉むすめ『月岡来瑠碧』キャラクターデザインなど。

就職先：株式会社カプコン（職種：デザイナー）

作品制作の様子昨年ゲームショウのTCAブースのメインを飾った作品3年次の作品

東京コミュニケーションアート専門学校
ライトノベル＆小説作家（3年生）

朱　育霆（シュ イクテイ）さん
中国・山野日本語学校

TCA留学生内定第一号は大手ゲーム会社、ブシロード！

シュくんが、TCA留学生の中で内定第一号をいただきました。内定先は株式会社ブシロード。主にカード
ゲーム、トレーディングカード、ゲームソフト、キャラクターグッズの開発、製作、販売、各種コンテンツのプロ
デュースを手がける会社です。代表作として、「探偵オペラ ミルキィホームズ」、「ラブ
ライブ」などがあります。実はシュくん、TCA入学時も留学生の中で一番に入学願書
を出してくれていました。

「僕がTCAを選んだ理由は、就職率が高く、業界の第一線で活躍している講師の先
生方がたくさんいる学校なため。クラスは留学生が僕１人で、日本人との交流を大切
にしました。卒業年度は業界にアンテナを張って積極的に情報収集し、無事内定をい
ただくことができました。今後は留学生であることを意識して、語学力や経験を活か
し、海外（特に母国）で事業の展開を広げていきたいと思います。」
今後の活躍が楽しみです。

就職先：株式会社ブシロード（職種：総合職）

たくさん小説作品を作りました！制作中の作品



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-

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

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

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

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校

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）

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

（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）

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/

神戸


