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就職内定速報

留学生

「 夢 を叶えるため の 力を育 む 教 育システムと
業 界との 強 い つ な がりが あるから内 定 できる！」

CAMPUS REPORT

滋慶国際交流COM

コロナ禍という厳しさ増す就職戦線において、いち早く努力が実り、
内定が確定しました2022年度内定者をご紹介します。

自動車デザイン分野
東京コミュニケーションアート専門学校
カーデザイン専攻
（4年生）

C. N .

さん

東京コミュニケーションアート専門学校
カーデザイン専攻（4年生）

W.H.

東京コミュニケーションアート専門学校
カーモデル専攻
（4年生）

C .G.

さん

さん

（国・地域：韓国）

（国・地域：中国）

（国・地域：韓国）

内定先：マツダ株式会社
（職種：カーデザイナー）

内定先：トヨタ自動車株式会社
（職種：カーデザイナー）

内定先：株式会社シバックス
（職種：デジタルモデラー）

【内定者の声】
内定が決まった時、今までの努力は無駄ではなかった、自分の
夢が叶ったという達成感がありました。失敗から得た経験が
自分の成長の原動力になりました。これからも失敗を恐れず
進んで行きたいと思います！

【内定者の声】
内定を受けてからできた責任感やプレッシャーは、私を成長
させる良い原動力になりました。デジタルモデラーとして色
んな経験や、魅力的な自動車を作るためのデザインの勉強を
頑張りたいと思います。

【内定者の声】
内定が決まったとき、やっと、この３年間の努力が報われると
感じました。とても嬉しいです。もちろん、先生たちの協力が
なければ、今の成果に繋がらないと思います。感謝の気持ち
を持ち、これからも、全力で自動車の世界の舞台で活躍した
いと思います。

アニメ・CG・デザイン分野
東京コミュニケーションアート専門学校
アニメーション専攻（3年生）

V.K.

さん

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
アニメーション専攻（3年生）

R.W.W.

さん

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
福岡デザイン＆テクノロジー専門学校
アニメーション専攻
CG＆映像クリエーター専攻
（3年生）
（卒業生）

K .S .

さん

（国・地域：インドネシア）

（国・地域：インドネシア）

（国・地域：韓国）

内定先：株式会社Yostar Pictures
（職種：アニメーター）

内定先：株式会社アウラ
（職種：3DCGデザイナー）

内定先：株式会社マッドボックス
（職種：アニメーター）

【内定者の声】
内定先では作画を担当します。日本で働くために今まで頑
張ってきました。内定をもらった時はとても嬉しく、日本でこ
れからも頑張っていける！という気持ちでした。何より両親に
「ちゃんと日本で就職できたよ」
と報告できたことが一番嬉し
かったです。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
CG＆映像クリエーター専攻（卒業生）

S. X.

さん

（国・地域：中国）

内定先：
株式会社アクセスゲームズ
（職種：CG制作クリエーター）

【内定者の声】
ポートフォリオの評価を高く頂けたのは、卒業後のサポートも
先生方がして下さったおかげです。内定先では、キャラクター
デザイン・モデリング・テクスチャ―などのCG制作を担当し
ます。今から楽しみで仕方ありません。

【内定者の声】
ゲーム開発・制作・Vtuber制作やWebデザイン等の有名作
品を数多く手掛けるCGアーティストの白川先生の会社から
内定を頂きました。
３Dキャラクターデザイナーとして、日本の
クリエイター業界でどこまでできるか試してみたいです。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
CG&映像クリエーター専攻（3年生）

C .S .

さん

【内定者の声】
『カードキャプターさくら』や『ちはやふる』などを手がける大
手アニメーション制作会社に内定しました。内定先ではキャラ
クターの色を塗る、”仕上げ”の仕事に就きます。将来的には、
色彩監督となり、作品全体の色を操り、色でキャラクターに命
を吹込みたいです。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
グラフィックデザイン＆IT専攻（3年生）

N.K .I.

さん

（国・地域：韓国）

（国・地域：インドネシア）

内定先：株式会社アドグローブ
（職種：モーションデザイナー）

内定先：Ralph Creative株式会社
（職種：グラフィックデザイナー）

【内定者の声】
兵役のため2年間休学している間も技術と日本語能力を磨く
ことを忘れませんでした。努力が実り、早々に内定を頂けとて
も嬉しいです！ キャラクターのモーションデザイナーとし
て、皆さんにもっと楽しんでいただけるゲームを作りたいと
思っています。
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【内定者の声】
アルバイトと学業の両立は難しかったですが、ロータリー米山
奨学生として奨学金を頂いたおかげで、諦めずに内定を頂く
ことが出来ました。先生方には感謝してもしきれないです。
“技術だけでなく、日々一所懸命努力したら絶対結果に繋が
る という事を教えられました。
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ゲーム・IT分野
OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
ゲームグラフィック&キャラクター専攻（3年生）

L. Y.

さん

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（3年生）

E.M.O.

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＆キャラクター専攻（3年生）

H.S .

さん

さん

（国・地域：中国）

（国・地域：ナイジェリア）

（国・地域：韓国）

内定先：株式会社ビサイド
（職種：キャラクターデザイナー）

内定先：株式会社ダンデライオン
（職種：エンジニア）

内定先：株式会社D・A・G
（職種：３DCGデザイナー）

【内定者の声】
「JIKEI COM Game & e-Sports SHOW」に参加し、企業
様からお声掛けを頂きました。
このような機会を与えて下さっ
た学校に感謝しています。内定先ではキャラクターデザイン
とゲームCGを担当します。入社後も自分の個性を更に磨き
たいです。

【内定者の声】
Wメジャーカリキュラムを活用してPHPなどのIT系のプログ
ラミング言語も勉強し、無事希望の会社でITエンジニアとし
て内定を獲得できました！4月から社会人として頑張っていき
ます。

東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校
E-SPORTSプロゲーマー専攻（2年生）

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専攻（3年生）

F . Y.

さん

（国・地域：インドネシア）

内定先：
株式会社ビジネスマネジメント・
コンサルティング
（職種：制作スタッフ）

【内定者の声】
インターンシップでは職場の先輩方がいつも気軽に声をかけ
てくれましたので、緊張を和らげることができる環境でした。
職場で先輩方と楽しく仕事ができることが一番気になってい
ました の で 良 かった で す 。内 定 先 で 経 験 を 積 み 、日 本 の
e-Sports業界で活躍するという夢を叶えるまで頑張ります。

L .Y.

【内定者の声】
電話で内定の知らせを受けた日、今まで大変だった日々と、あ
りがたい先生たちのことを思い出して「やっとゴールだなー」
と思いながら、本当に久しぶりにぐっすり寝ました。内定を取っ
たことを実感しました。

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
プログラマー専攻（3年生）

S .E.J .

さん

さん

（国・地域：中国）

（国・地域：フィリピン）

内定先：Classix株式会社
（職種：Unityエンジニア）

内定先：Retty株式会社
（職種：プログラマー）

【内定者の声】
Classix株式会社様から内定を頂きました。内定をもらうこと
が、日本のIT業界に入る第一歩です。これから専門知識を蓄
え、もっと高いレベルの技術を身につけるため、一生懸命頑張
ります。

【内定者の声】
“実名口コミNo.1グルメサービスサイト”を運営している会
社に内定しました。インターンシップでは積極的にチームメン
バーとコミュニケーションを取り、自発的にキャッチアップに
努めました。カッコ良く幅広く活躍できるエンジニアを目指し
ています。

音楽・映画分野
東京スクールオブミュージック専門学校 渋谷
PAエンジニアコース
（2年生）

P . W.

さん

（国・地域：中国）

内定先：株式会社東京三光
（職種：音響）

【内定者の声】
就職活動をする時期がコロナで制限されましたが、学校の就
職対策と先生方々のサポートでやっと就職することが出来ま
した。運が良かったのもありますが、最後まで諦めず頑張った
ことが良い結果に繋がったと思います。これからも、志高く、
学校で学んだことを活かして活躍していきたいと思います。

放送芸術学院専門学校
メディアクリエイト科 映画ドラマ制作コース
（2年生）

Z .E.

東京俳優・映画＆放送専門学校
映像制作技術専攻（3年生）

さん

C .H.

（国・地域：ロシア）

内定先：
株式会社TREE Digital Studio
（職種：映像カラリスト）

【内定者の声】
企業プロジェクトでショートムービーの監督・演出・出演を担
当し、採用担当の方から高い評価を頂き、就職試験に臨むこ
とが出来ました。グローバルに活躍できる映画監督となり、世
界中の人々を笑顔にできるコメディー映画を制作することが
夢です。

さん

（国・地域：マレーシア）

内定先：株式会社GLADSAD
（職種：DIT）

【内定者の声】

僕は撮影現場で使用するカメラのセットアップ、映像の露出チェックな
どを行う、DITという仕事ができる会社に就職が決まりました。キャリア
センターの先生に「自分は撮影現場も行きたいし、カラーグレーディン
グもしたい」と相談して、就職活動も頑張りました。就職が決まって１番
最初に報告したのは両親で、とても喜んでくれました。これからは撮影
現 場でいろいろな知 識を勉 強しつつ、一日も早く一 人 前になりたいと
思います。

ホテル・調理・ECO分野
大阪ECO動物海洋専門学校
水族館・アクアリスト専攻（2年生）

K. S.

さん

（国・地域：韓国）

内定先：
株式会社UWS ENTERTAINMENT
（職種：アクアリスト）

【内定者の声】

初めの頃は間違った管理で水槽の水草が枯れたりしてうまく行きませんでし
た。
しかし今までの努力を無駄にせず、一度すべてをリセットしゼロから始め、
イベント展示の水槽を作ることができました。継続して努力した経験は自分
の自信になり、
どんなときも最大限力を尽くせば、結果はきちんとついてくる
ことを学びました。UWSの採用研修では、
自分の確固たる価値観や未来にど
うなりたいのかを会社に明らかに表現し、特に自分が好きな物事を経験出来
る機会だと思いながら研修に取り組んだため、採用されたと思います。

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
ホテルリゾート調理＆製菓コース
（2年生）

M.N.

福岡ウェデイング＆ホテル・IR専門学校
キャビンアテンダントコース
（2年生）

M.J .

さん

さん

（国・地域：ベトナム）

（国・地域：ネパール）

内定先：スイスホテル大阪南海
（職種：キッチンスタッフ）

内定先：グランド ハイアット 福岡
（職種：ホテルスタッフ）

【内定者の声】
２年次に「調理技術」授業でスイスホテル大阪南海の松田シェ
フに出会い、色々な経験や調理技術を教わり、シェフのような
料理人になりたい！と思いました。先生方のおかげで、日本語
力や調理技術などを上達することができました。素晴らしい
授業をしていただき、ありがとうございました！
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【内定者の声】

エアライン業界はコロナの影響で厳しい状況です。就職活動中、悩んだ
時は先生からのアドバイスや友人に話を聞いてもらいながらこれまで一
生懸命勉強してきたことに自信を持ち最後まで諦めずに頑張りました。
支えてくれた先生方や友人に心から感謝しています。夢を持つことはと
ても大切なことです。夢は皆さんの人生を大きく左右します。夢を叶える
ために、悩んだり、困ったりした際は先生方や周りの友人に声をかけてみ
てくださいね。
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2022年度内定者（一部抜粋）

2021年12月現在

アニメ・CG・デザイン分野

ゲーム・IT分野

内定企業

職

種

内定企業

職

種

株式会社マギシステム

２Dデザイナー

ARESゲームズ

ゲームプランナー

有限会社ウルクスヘブン

２Dデザイナー

株式会社マンカインドゲームズ

ゲームプログラマー

株式会社テコ

３Dアニメーター

株式会社クラウドクリエイティブスタジオ

ゲームプログラマー

株式会社アピリッツ

３Dデザイナー

株式会社 トップ精工

プログラマー

株式会社アウラ

３Dデザイナー

中国系企業

プログラマー

株式会社マズル

webデザイナー

w２ソリューション株式会社

プログラマー

株式会社imagination

webデザイナー

株式会社協栄情報

プログラマー

J&C株式会社

Webデザイナー

株式会社WeTech

プログラマー

株式会社山栄プロセス

Webデザイナー

ヨースター株式会社

ゲームローカライズ

株式会社バル・プランニング

WEBデザイナー

Classix株式会社

Unity エンジニア

Click Holdings株式会社

デザイナー

Bilibili

Webエンジニア

浅秋創作株式会社

デザイナー

有限会社信和創建

Web担当

株式会社グリーンフィールズ

デザイナー

株式会社ビッグモーター

Web担当

雲韶科技

デザイナー

株式会社UʼｓFactory

システムエンジニア

株式会社パンドラゴン

デザイナー

株式会社ナカザワ

エンジニア

カァリィゲーミング株式会社

デザイナー

日の出工業

機械エンジニア

株式会社アドグローブ

デザイナー

株式会社未来屋

デザイナー

SCY株式会社

デザイナー

ホテル・調理・その他分野
内定企業

職

株式会社スタジオじゃっく

背景デザイナー

合同会社SEIKEIプロダクション

株式会社アウラ

キャラクターデザイナー

株式会社海栄館

調理師

コトブキワークス株式会社

CGアニメーター

株式会社かめいあんじゅ

パティシエ

Kaikai Kiki Animation Studio PONCOTAN

CGアニメーター

サントワン

パティシエ

株式会社デジタルワークスエンタテインメント

マンガ制作

ロンポワン

パティシエ

株式会社CloverWorks

アニメーター

株式会社デジタルハーツ

ローカライズ

AXsiZ

アニメーター

ベッセルホテル中州

ホテルスタッフ

Mango TV

アニメ制作

ブリーズベイホテルズ

ホテルスタッフ

ライデンフィルム株式会社

アニメ制作

7days hotel

ホテルスタッフ

株式会社シアン

アニメ撮影スタッフ

株式会社西巻観光

ホテルスタッフ

ブリーズベイホテル

ホテルスタッフ

R・リゾート

ホテルスタッフ

株式会社エラン

通訳

音楽・映画分野
内定企業

職

種

ジェネラリスト

種

株式会社ツリーデジタルスタジオ

映像カラリスト

株式会社麗タレントプロモ―ション所属

俳優

成信グローバル人材支援株式会社

映像編集・企画

株式会社東海ビルメンテナス

営業職

株式会社漢砂美術

撮影スタッフ

東京華楽坊芸術学校

学校職員

株式会社寿門堂

制作進行

サンライズパブリケーション株式会社

印刷会社スタッフ

株式会社コムエンス

イベント演出技術スタッフ

株式会社SaltSweeet

マネジメント、SNS運用広告制作

株式会社Kay Production

作曲家

株式会社ステップ

サウンドデザイナー

株式会社アットサウンドカンパニー

コンサートホールのオペレーション
滋慶国際交流 COM
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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.nca.ac.jp

TCA東京ECO動物海洋専門学校

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-29-9
0120-545-556 E-mail: tcainfo@tca.ac.jp

（2022年4月名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校

〒460-0008 名古屋市中区栄2-15-43 より校名変更予定）
0120-532-758 Email:ncainfo@nca.ac.jp

https://www.tcaeco.ac.jp

https://www.n-culinary.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

名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 （2021年4月東京ダンス&アク
ターズ専門学校より校名変更予定）

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校
東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

東京俳優・映画＆放送専門学校
福岡医健・スポーツ専門学校

東京ウェディング＆ホテル・IR専門学校

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-1-15
0120-26-3901 E-mail: info@wedding.ac.jp

https://www.wedding.ac.jp

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校

（2022年4月福岡キャリナリー製菓調理
専門学校より校名変更予定）

大阪ECO動物海洋専門学校
福岡ウェデイング＆ホテル・IR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

仙台デザイン＆テクノロジー専門学校

大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校 （2022年4月大阪ダンス&アク
ターズ専門学校より校名変更予定）

Email:info@sca.ac.jp

http://www.sca.ac.jp

仙台スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

大阪キャリナリー製菓調理専門学校

〒550-0014

〒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

E-mail: info@culinary.ac.jp

http://www.sendai-com.ac.jp

http://www.culinary.ac.jp

・
仙台農業テック＆カフェ・パティシエ専門学校 （2022年4月仙台カフェ
パティシエ＆調理専門学校

大阪ウェディング＆ホテル・IR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

E-mail: info@jikei-hospitality.ac.jp

http://www.s-culinary.ac.jp

http://www.jikei-hospitality.ac.jp

仙台ECO動物海洋専門学校

大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡2-4-19
0120-482-133

http://www.sendai-eco.ac.jp/

http://www.oas.ac.jp

神戸

仙台医健・スポーツ専門学校

神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校

札幌デザイン&テクノロジー専門学校

〒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

京都

より校名変更予定）

〒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.music.ac.jp/

http://www.sba.ac.jp

札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校

京都医健専門学校

〒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

〒604-8203 京都市中京区三条通室町西入衣棚町51-2
0120-448-808 E-mail: info@kyoto-iken.ac.jp

http://www.ssm.ac.jp

http://www.kyoto-iken.ac.jp/

京都デザイン&テクノロジー専門学校

〒600-8357 京都府京都市下京区五条通猪熊西入柿本町596
0120-109-525 E-mail: info@kyoto-tech.ac.jp

https://kyoto-tech.ac.jp/

滋慶国際交流
COMとは？

滋慶国際
交流COM

滋慶学園 COM グループは、留学生を入学前から卒業後までサポートします。
開校以来、世界 45 ヵ国、7,137 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サポートします。

Address 東京都江戸川区西葛西 3-14-8 TSM2階
LINE
FACEBOOK
Wechat
Instagram
カカオトーク

Tel 03-5679-5644

http://line.naver.jp/ti/p/eu-FdKfa0J
https://m.facebook.com/jikeicom
https://weixin.qq.com/r/L9dGXorEQdc̲rc4994I9
https://www.instagram.com/jikeicom/?hl=ja
http://qr.kakao.com/talk/uACNcLLPpyfvjMsNaxxstNjDQVA-

ID：jikeicom

Fax 03-3688-6297

ID：jcic123

E-mail jcic@jikeicom.jp

ID：jcic2016

HP http://www.jikei.asia/com/jp/

ID：jcic5644

ID：jikeicom

