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2月11.12日の2日間、新宿のNSビルにて卒業・進級
制作展「We are TECH.C.2019」が開催されました。
今回ゲームワールドにてボードゲームを出展した
チームに話を伺ってみました。ゲーム企画・シナリオ
専攻2年のコウさんは「私はこのゲームでレベルデザ
インを担当しました。プレイヤーの方により良く体験していただけるように、テストプレイを何度も繰り返しバランス
を調整しましたが、兵士の様々な数値を調整するのに苦労しました。」と語っていました。同専攻3年のオウさんは「自分
がメインで担当したルールブックの作成は、説明をわかりやすくするために何十回と修正し直し、完成にたどり着けま
した。会場で様々な人たちに私の作ったルールブックを手に取ってもらい、楽しんでゲームを遊んでくださった時は、充
実感や達成感が溢れました。協力をしてくださった教務の先生にもとても感謝をしております。」と話しておりました。
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We Are 2019
卒業・進級制作展

We are TECH.C.2019を終えて
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・シナリオ専攻（3年生／2年生）

WANG YAO（オウ ヨウ）さん
中国・国書日本語学校　志村校

HUANG ZIKANG（コウ シコウ）さん
中国・神戸東洋日本語学院

CG映像の企業プロジェクトで最優秀賞受賞！

We are FBH - 卒業進級制作展

OCA大阪デザイン&IT専門学校
CG＆映像クリエーター専攻（1年生）

陳　穎霖（チャン ウィングラム）さん
香港・Teesside University

第30回卒業・進級制作展「We Are OCA 2019」が2月8日・9日
に開催されました。その中で行われた株式会社白組様への企業プ
ロジェクトプレゼンテーションで、香港からの留学生で、CG&映像
クリエーター専攻1年のチャンウィングラムさんが完成度の高い
映像作品で見事最優秀賞を受賞しました。今回の課題は、スポーツ
を一つ選んで30秒の動画を制作するというものでした。チャンさ

んは積極的に資料を集め、一つ一つの動きを研究した上
で、キャラクターがパルクールをしながらゴールに到達す
る動画に仕上げました。制作の途中段階で企業様から頂い
た意見をもとにブラッシュアップした最終作品が素晴ら
しく、審査員の方々より大好評をいただきました。今後CG
業界での活躍がますます楽しみです。

最優秀賞受賞！

企業様と受賞者

お客様対応中 一緒にゲームに参加しルール説明 皆で作ったボードゲーム

2019年２月２４日（日）　福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校では「We are 
FBH-卒業進級制作展-」が行われました。学生たちが１年間、もしくは２年間の学びの
集大成を、ウエディングパーティーや研究発表の展示、接客ロールプレイングなどで
発表しました。ホテル＆旅行科１年生の学生は、オリジナルのバーをOPEN！学生が
考えたレシピでノンアルコールカクテルを提供しました。接客は日本語で行いまし
た。１年間学んできたホスピタリ
ティマインドや日本の礼儀作法を十
分活かして笑顔で接客することがで
きました。保護者様、高校生等たくさ
んのお客様にお越しいただき、大盛
況でイベントは終了しました。

福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校
ホテル＆旅行科（1年生）

クラスメイトと一緒にバーを盛り上げます！ カクテルを作る在校生（ネパール出身）

FUKUOKA

OSAKA

TOKYO

2019 年 2 月、滋慶学園 COM グルー
プ各校にて、「We are 2019 卒業・進
級制作展が開催されました。
業界が求める「即戦力」をプロの現場で、
プロから直接学ぶ実践教育「産学連携
教育システム・企業プロジェクト」を
中心に、作品展示を行い業界にプレゼ
ンテーションしました。

卒業進級制作展 we are TCA 2019

卒業進級制作展We are TCA

東京コミュニケーションアート専門学校
では、2019年2月8日、9日に「卒業進級制作
展 We are TCA」を幕張メッセにて開催し
ました。野生動物&環境保護専攻2年生の陳
勁光さんは、環境ブース内でインタープリテーション(自然解説)を2日間に渡りおこ
ないました。インタープリテーションを行うために、6月に長野県大町市にある千年
の森自然学校に行き、生き物や植物の調査をおこないました。また、このインタープ
リテーションは、「来場された方が自然環境に関心を持っていただくと共に、環境保
全や保護に取り組んでいく方を増やすきっかけ作り」を目的としておこないました。
当日は多くの企業の方や一般来場者が、陳さんのインタープリテーションに耳を傾
けていただき、自然環境について考えていただくとても良い機会となりました。

東京コミュニケーションアート専門学校
野生動物&環境保護専攻（2年生）

陳　勁光（チン ケイコウ）さん
中国・早稲田文化館日本語学校

ポートフォーリオに企業様から声がかかりました

環境ブース「木の実のクラフト体験」 インタープリテーション中

TOKYO

卒業業進級制作展we are TCA 2019
CG＆映像クリエーター（2年生）

劉　晶然（リュウ チョウゼン）さん
中国・東洋言語学院

2019年2月8・9日幕張メッセにて「卒業進級制
作展We are TCA 2019」を開催しました。3連休
の初日、あいにくの雪となりましたが、2日間で
1700人のお客様が来場。1・2年生の進級制作、3
年生の卒業制作を展示し、お客様を魅了しまし
た。1年間おこなった沢山の企業様とのプロジェクトを始め、学んだ事の集大成を展
示とプレゼンテーションでお披露目。また、自分の作品をその場で編集部の方に見て
頂けるコーナーもあり、デビューを狙う学生には大きなチャンスとなりました！ま
た、キャリアセンターブースではポートフォーリオをみていただいた企業様から、面
談やインターン、内定のきっかけを頂いた学生もおおく見受けられました。CG＆映
像クリエーター専攻のリュウさんは来場企業様から多くのお声がけを頂きました。
多くの学生にとって、次の1年を踏み出すメモリアルな2日間となりました。

TOKYO
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企業プロジェクト

Webデザイン&編集企画専攻3年のシェジンウンさんが同級生とハウス食品株式会社様の企業プロジェクト
に取り組みました。企業様にプレゼンテーションした結果、シェさんのグループは最優秀賞を受賞！OCAの卒
業・進級制作展でも発表しました！シェさんは、「チームワークとコミュニケーションの大切さを学んだと言っ
ていました。チーム内で役割分担をするので、自分のやりたいことをやるのではなく、皆で決めたゴールをイ
メージして作業を進めます。お互いの意見を交換すると、知らなかったことや考えつかなかったアイデアが出
てくるので、更にいい作品ができます。それが個人作業との違いだと気づきました。今回はまるで仕事をしてい
るように幅広く考えなければなりませんでしたが、とてもいい経験になりました。」

ハウス食品株式会社　企業プロジェクト　最優秀賞受賞！
OCA大阪デザイン＆IT専門学校
Webデザイン＆編集企画専攻（3年生）

謝　金妘（シェ ジンウン）さん
マレーシア・帝京マレーシア日本語学院

制作展でのプレゼンテーションの様子 チームでアイディアを出し合いました

インドネシアからの留学生クリスティアン・アンカサ君が、ANAクラウンプラザホテル大阪様より頂いた商
品開発のプロジェクトで優秀賞を受賞しました。課題は、「イースターの時期に販売するケーキの提案」。アンカ
サさんは、同じチームの日本人同級生2名と何度も試行錯誤を重ねながら、ヨーロッパ風のイースターケーキ　

『ラフレシール』を完成させました。海外で名の通っているキャロットケーキを日本の方にもっと広めたいとい
う思いから、この作品を作りました。難しかったのは、生地に合うムースの部分です。何度も試作し、シェフにア
ドバイスを頂きながら、生地とムースの組み合わせを決めていきました。最終的には、ふんわりとした人参の
ケーキに、ホワイトチョコムースとベリームースを合わせ、シナモンを加えることで、香りにアクセントのある
ケーキに仕上げることが出来ました。

アンカサさんは、「この企業プロジェクトを通して、ケーキの完成イメージを事前にしっかり組み立てること
の大切さを学ぶことができました。この経験が自分の成長につながったと感じています。」と話していました。

企業プロジェクトで優秀賞を受賞！
大阪キャリナリー製菓調理専門学校
製菓・製パン科　パティシエコース（2年生）

クリスティアン アンカサさん
インドネシア・MANABI外語学院

2年間の集大成を発揮しました！

優秀賞を受賞！

アンカサさんたちの作品「ラフレシール」

EMC壁画デザイン作品の前で（We are TECH.C.2019）ロゴ提案でプレゼンテーションするショウさん

トラベル＆レジャー科１年生の劉笑迪君のチーム作品が企業プロジェクトの最終プレゼンテーションにて、最優秀賞と
して選ばれました。企業課題は「２、３度大阪に来られたことのあるインバウンドのお客様に向けた大阪府・泉佐野市の観光
スポット紹介企画提案」です。インバウンドの方が関西国際空港からすぐに大阪市内を訪れる傾向があり、その間に位置す
る泉佐野市の楽しみ方をどのようにPRするか、何度も現地を訪問し調査した劉君のチーム。劉君は「現地にいって調査する
うちに面白いスポットを沢山発掘することができました！」と話し、最後のプレゼンテーションでは難しい日本語の原稿も
あり悪戦苦闘しましたが、本番は堂々と発表し企業様から好評価を頂く事ができました。

企業プロジェクトで企業様から選ばれました！
大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
トラベル＆レジャー科　旅行観光コース（1年生）

劉　笑迪（リュウ ショウテキ）さん
中国・外交学院

企業様の前で発表する劉くん

Webクリエイター専攻のショウさんは、入学してから積極的に企業プロジェクトに取り組んできました。その結果、新規企業である株式会
社ネオアシスタンス様のロゴデザイン提案の課題で見事採用。企業の特長を把握し、企業のコンセプトがわかり伝わるロゴのデザインが求め
られたプロジェクトでした。そしてもう一つ、2018年秋に開校した最先端施設を完備したNew York
所在のThe Electronic Music Collectiveの校内にあるスペースに展示する壁画アートのプロジェク
ト提案でもショウさんの壁画デザインが見事採用されました。日本のストリートをイメージしたも
の、NYの文化的なもの、都市、電子音楽、ダンスミュージック、レゲエ、ヒップホップなどからインスピ
レーションを得たものなど、EMCの特長を理解して臨んだプロジェクトでした。採用された作品は、卒
業・進級制作展We are TECH.C.2019の場でも披露し、来場者の方からも高評価をいただきました。
ショウさんは、「学校の授業は充実し、雰囲気はとても好きです。在校中に企業プロジェクトに参加で
きるのが自分にとってすごくいい経験です。これからは自分の技術をもっと磨き、もっといい作品を
展示できるように頑張りたいと思います。」と語ってくれました。

2つの企業プロジェクトで見事採用！
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 （1年生）

XIAO KAIWEN（ショウ カイブン）さん
中国・ISI外語カレッジ

特別講義

2月15日(金)、アメリカよりIoT開発者 Bodo Hoenen氏がお越しくださり、「ITやモノづくりを使った世界規模の話」という
題で講義をしてくださいました。参加したスーパーITエンジニア専攻3年のチャンさんは、今回の講義を聞いて「どんな困難が
あっても勇気を持って行動することの大切さを学びました。」と話しました。病気にかかった娘さんを助けるため、テクノロ
ジーの技術を駆使し新しいデバイスを開発、医師とは違った側面からアプローチを行ったBodoさん。「娘さんのために始めた
ことが、他の同じ悩みを持った人たちに少しでも希望を持ってもらえるのではないかという考えに感動しました。これから、
もっと多くの人たちが救われてほしいと感じました。」「また、今回Bodoさんがお話してくださったオープンソーシャルイノ
ベーション（複数の有識者が協働し合い、社会的課題を解決する）はまだ日本ではあまり知られていないので、もっと浸透して
いってほしいと思いました。」と語っています。

人が持つ可能性の偉大さ
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（3年生）

CHAN YOU CHUN（チャン ヨウ チュン）さん
マレーシア・KCP地球市民日本語学校

先生のプロフィール：
Bodo Hoenen氏―アメリカNY在住。国連でも講演をされたことのあるIoT開発者。社会起業家、コンサルタント、イノ
ベーター、思考リーダー。子供たちのために世界をより良くするための活動をされています

学生の質問に対応するBodo氏

最後に記念撮影

業界研修

兵庫県・淡路島を舞台に、お笑いタレントの間寛平さんや長男で歌手の間慎太郎さん、たむらけんじさんらが出演する
映画「時代おくれ」（仮題）の撮影現場にユンマンキットさんを含む３名がスタッフとして参加しました!!
参加したユンマンキットさんは…

『今回の現場では、今まで経験した現場とは違ってこれ以上楽しい現場はないと思いました。私は演出部として参加し、助
監督のもと、勉強を兼ねてカチンコを任せてもらう事ができました。
やったことのない人は多分カチンコは簡単でしょうと言いますが実際は簡単ではありません、少しのミスでも時間がかかることもあります。
カチンコを打つだけでも学問がたくさんあって、正しいシーンカットテイクの番号を書く以外にも、カメラのレンズによって打つ所が変わったり、ピントの合う所で打った
り、暗い所に懐中電灯を使って照らしたりとその場に応じて打ち方を変える必要があります。
今回の現場では、出演者の皆さんとも仲良くでき、ハードなスケジュールでしたが笑い声と笑顔の絶えない現場だったので楽しく頑張れました！』
４月に那覇市などで開催される「第１１回沖縄国際映画祭」などに出品されます。完成をお楽しみに！！ 

映画撮影の現場へインターンシップとして参加！！
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（1年生）

原 文傑　YUAN MAN KIT（ユンマンキット）さん
香港・関西外語専門学校

アメリカのゲーム会社"WhitemoonDreams社"の最高経営責任者JAY氏がOCA大阪デザイン&IT学
校にて、学生たちに特別講義をしてくださいました。ゲーム業界でのご経験をはじめ、今後の業界展望や
学生の間に身に付けておくべきスキル、新しいアプリケーションのデモンストレーションなど、丁寧にお
話しくださいました。特別講義を受講したCG&映像クリエーター専攻1年のタイイシェンさんは、「2年ご
とに新しい技術が生まれると聞き、自分も勉強していかないとこの業界の進化に追いつけないと思いま
した。また、自分の考え方と魂を作品の中に入れながら制作をしていかないといけないことを学びまし
た。将来の可能性が多くあるこの学校でスキルをしっかり学び、人とのコミュニケーションやチームワー
クをいっぱい磨いて、自分がなりたい姿になれるよう頑張ります。」と話してくれました。講義後には学生
から多くの質問があり、活気ある特別講義となりました。

WhitemoonDreams社の最高経営責任者JAY氏による特別講義
OCA大阪デザイン＆IT専門学校
CG＆映像クリエーター専攻（1年生）

戴　宣萱（タイ イ シェン）さん
台湾・京都文化日本語学校

先生のプロフィール：
「EA」など世界有数のゲーム会社で経験を積まれ、その後、WhitemoonDreams社を設立。現在は最高
経営責任者（CEO）。同社では、PlaystationのVRソフトの開発をはじめ、プラットフォームの構築な
ど、様々なプロジェクトで活躍されています。

WhitemoonDreams社　JAY氏　特別講義の様子 ゲーム業界での経歴をお話しいただきました

最新のアプリケーションのデモンストレーション 活発な質疑応答で盛り上がりました
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企業プロジェクト

Webデザイン&編集企画専攻3年のシェジンウンさんが同級生とハウス食品株式会社様の企業プロジェクト
に取り組みました。企業様にプレゼンテーションした結果、シェさんのグループは最優秀賞を受賞！OCAの卒
業・進級制作展でも発表しました！シェさんは、「チームワークとコミュニケーションの大切さを学んだと言っ
ていました。チーム内で役割分担をするので、自分のやりたいことをやるのではなく、皆で決めたゴールをイ
メージして作業を進めます。お互いの意見を交換すると、知らなかったことや考えつかなかったアイデアが出
てくるので、更にいい作品ができます。それが個人作業との違いだと気づきました。今回はまるで仕事をしてい
るように幅広く考えなければなりませんでしたが、とてもいい経験になりました。」

ハウス食品株式会社　企業プロジェクト　最優秀賞受賞！
OCA大阪デザイン＆IT専門学校
Webデザイン＆編集企画専攻（3年生）

謝　金妘（シェ ジンウン）さん
マレーシア・帝京マレーシア日本語学院

制作展でのプレゼンテーションの様子 チームでアイディアを出し合いました

インドネシアからの留学生クリスティアン・アンカサ君が、ANAクラウンプラザホテル大阪様より頂いた商
品開発のプロジェクトで優秀賞を受賞しました。課題は、「イースターの時期に販売するケーキの提案」。アンカ
サさんは、同じチームの日本人同級生2名と何度も試行錯誤を重ねながら、ヨーロッパ風のイースターケーキ　

『ラフレシール』を完成させました。海外で名の通っているキャロットケーキを日本の方にもっと広めたいとい
う思いから、この作品を作りました。難しかったのは、生地に合うムースの部分です。何度も試作し、シェフにア
ドバイスを頂きながら、生地とムースの組み合わせを決めていきました。最終的には、ふんわりとした人参の
ケーキに、ホワイトチョコムースとベリームースを合わせ、シナモンを加えることで、香りにアクセントのある
ケーキに仕上げることが出来ました。

アンカサさんは、「この企業プロジェクトを通して、ケーキの完成イメージを事前にしっかり組み立てること
の大切さを学ぶことができました。この経験が自分の成長につながったと感じています。」と話していました。

企業プロジェクトで優秀賞を受賞！
大阪キャリナリー製菓調理専門学校
製菓・製パン科　パティシエコース（2年生）

クリスティアン アンカサさん
インドネシア・MANABI外語学院

2年間の集大成を発揮しました！

優秀賞を受賞！

アンカサさんたちの作品「ラフレシール」

EMC壁画デザイン作品の前で（We are TECH.C.2019）ロゴ提案でプレゼンテーションするショウさん

トラベル＆レジャー科１年生の劉笑迪君のチーム作品が企業プロジェクトの最終プレゼンテーションにて、最優秀賞と
して選ばれました。企業課題は「２、３度大阪に来られたことのあるインバウンドのお客様に向けた大阪府・泉佐野市の観光
スポット紹介企画提案」です。インバウンドの方が関西国際空港からすぐに大阪市内を訪れる傾向があり、その間に位置す
る泉佐野市の楽しみ方をどのようにPRするか、何度も現地を訪問し調査した劉君のチーム。劉君は「現地にいって調査する
うちに面白いスポットを沢山発掘することができました！」と話し、最後のプレゼンテーションでは難しい日本語の原稿も
あり悪戦苦闘しましたが、本番は堂々と発表し企業様から好評価を頂く事ができました。

企業プロジェクトで企業様から選ばれました！
大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
トラベル＆レジャー科　旅行観光コース（1年生）

劉　笑迪（リュウ ショウテキ）さん
中国・外交学院

企業様の前で発表する劉くん

Webクリエイター専攻のショウさんは、入学してから積極的に企業プロジェクトに取り組んできました。その結果、新規企業である株式会
社ネオアシスタンス様のロゴデザイン提案の課題で見事採用。企業の特長を把握し、企業のコンセプトがわかり伝わるロゴのデザインが求め
られたプロジェクトでした。そしてもう一つ、2018年秋に開校した最先端施設を完備したNew York
所在のThe Electronic Music Collectiveの校内にあるスペースに展示する壁画アートのプロジェク
ト提案でもショウさんの壁画デザインが見事採用されました。日本のストリートをイメージしたも
の、NYの文化的なもの、都市、電子音楽、ダンスミュージック、レゲエ、ヒップホップなどからインスピ
レーションを得たものなど、EMCの特長を理解して臨んだプロジェクトでした。採用された作品は、卒
業・進級制作展We are TECH.C.2019の場でも披露し、来場者の方からも高評価をいただきました。
ショウさんは、「学校の授業は充実し、雰囲気はとても好きです。在校中に企業プロジェクトに参加で
きるのが自分にとってすごくいい経験です。これからは自分の技術をもっと磨き、もっといい作品を
展示できるように頑張りたいと思います。」と語ってくれました。

2つの企業プロジェクトで見事採用！
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 （1年生）

XIAO KAIWEN（ショウ カイブン）さん
中国・ISI外語カレッジ

特別講義

2月15日(金)、アメリカよりIoT開発者 Bodo Hoenen氏がお越しくださり、「ITやモノづくりを使った世界規模の話」という
題で講義をしてくださいました。参加したスーパーITエンジニア専攻3年のチャンさんは、今回の講義を聞いて「どんな困難が
あっても勇気を持って行動することの大切さを学びました。」と話しました。病気にかかった娘さんを助けるため、テクノロ
ジーの技術を駆使し新しいデバイスを開発、医師とは違った側面からアプローチを行ったBodoさん。「娘さんのために始めた
ことが、他の同じ悩みを持った人たちに少しでも希望を持ってもらえるのではないかという考えに感動しました。これから、
もっと多くの人たちが救われてほしいと感じました。」「また、今回Bodoさんがお話してくださったオープンソーシャルイノ
ベーション（複数の有識者が協働し合い、社会的課題を解決する）はまだ日本ではあまり知られていないので、もっと浸透して
いってほしいと思いました。」と語っています。

人が持つ可能性の偉大さ
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（3年生）

CHAN YOU CHUN（チャン ヨウ チュン）さん
マレーシア・KCP地球市民日本語学校

先生のプロフィール：
Bodo Hoenen氏―アメリカNY在住。国連でも講演をされたことのあるIoT開発者。社会起業家、コンサルタント、イノ
ベーター、思考リーダー。子供たちのために世界をより良くするための活動をされています

学生の質問に対応するBodo氏

最後に記念撮影

業界研修

兵庫県・淡路島を舞台に、お笑いタレントの間寛平さんや長男で歌手の間慎太郎さん、たむらけんじさんらが出演する
映画「時代おくれ」（仮題）の撮影現場にユンマンキットさんを含む３名がスタッフとして参加しました!!
参加したユンマンキットさんは…

『今回の現場では、今まで経験した現場とは違ってこれ以上楽しい現場はないと思いました。私は演出部として参加し、助
監督のもと、勉強を兼ねてカチンコを任せてもらう事ができました。
やったことのない人は多分カチンコは簡単でしょうと言いますが実際は簡単ではありません、少しのミスでも時間がかかることもあります。
カチンコを打つだけでも学問がたくさんあって、正しいシーンカットテイクの番号を書く以外にも、カメラのレンズによって打つ所が変わったり、ピントの合う所で打った
り、暗い所に懐中電灯を使って照らしたりとその場に応じて打ち方を変える必要があります。
今回の現場では、出演者の皆さんとも仲良くでき、ハードなスケジュールでしたが笑い声と笑顔の絶えない現場だったので楽しく頑張れました！』
４月に那覇市などで開催される「第１１回沖縄国際映画祭」などに出品されます。完成をお楽しみに！！ 

映画撮影の現場へインターンシップとして参加！！
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（1年生）

原 文傑　YUAN MAN KIT（ユンマンキット）さん
香港・関西外語専門学校

アメリカのゲーム会社"WhitemoonDreams社"の最高経営責任者JAY氏がOCA大阪デザイン&IT学
校にて、学生たちに特別講義をしてくださいました。ゲーム業界でのご経験をはじめ、今後の業界展望や
学生の間に身に付けておくべきスキル、新しいアプリケーションのデモンストレーションなど、丁寧にお
話しくださいました。特別講義を受講したCG&映像クリエーター専攻1年のタイイシェンさんは、「2年ご
とに新しい技術が生まれると聞き、自分も勉強していかないとこの業界の進化に追いつけないと思いま
した。また、自分の考え方と魂を作品の中に入れながら制作をしていかないといけないことを学びまし
た。将来の可能性が多くあるこの学校でスキルをしっかり学び、人とのコミュニケーションやチームワー
クをいっぱい磨いて、自分がなりたい姿になれるよう頑張ります。」と話してくれました。講義後には学生
から多くの質問があり、活気ある特別講義となりました。

WhitemoonDreams社の最高経営責任者JAY氏による特別講義
OCA大阪デザイン＆IT専門学校
CG＆映像クリエーター専攻（1年生）

戴　宣萱（タイ イ シェン）さん
台湾・京都文化日本語学校

先生のプロフィール：
「EA」など世界有数のゲーム会社で経験を積まれ、その後、WhitemoonDreams社を設立。現在は最高
経営責任者（CEO）。同社では、PlaystationのVRソフトの開発をはじめ、プラットフォームの構築な
ど、様々なプロジェクトで活躍されています。

WhitemoonDreams社　JAY氏　特別講義の様子 ゲーム業界での経歴をお話しいただきました

最新のアプリケーションのデモンストレーション 活発な質疑応答で盛り上がりました
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2019年1月26日になんばのYES THEATER
で、人気ダンス＆ヴォーカルユニット「DA's」(ダ
ズ)の定期公演が開催され、台湾からの留学生、
陳徳壊さんがベーシストとして参加しました！
DA'sとは、大阪ダンス＆アクターズ専門学校の
在校生と卒業生による総勢40名の女性ユニッ
ト。沖縄国際映画祭でのパフォーマンスや定期公演、ミュージックビデオが
YouTubeなどでアップされるなど人気急上昇中です！陳さんは、「最初共演したと
きはとても緊張しました。DA'sは毎月公演を行っているので、音楽現場の仕事につい

てとても勉強になりました。在学中に固
定メンバーと活動する機会がもらえたこ
とは、自分が成長できる本当に良いチャ
ンスでした。この活動が他の活動のチャ
ンスにもつながっていて、本当に感謝し
ています。」と話していました。卒業後、台
湾で有名なバンドのベーシストになるこ
とが陳さんの夢です！

2月2日（土）にTCAでは旧暦の正月に合
わせてNew Year's Partyを開催。留学生も
多いTCAでは各国の正月にちなんだ様々な
料理を出したり、ビンゴ大会なども実施。

当日は、日本の餅つきや中国の水餃子、韓
国のお雑煮トックなどを学生スタッフが調
理し皆にふるまいました。翌
日が節分ということもあり恵
方巻も！

在校中の留学生だけでな
く、日本人学生も多く参加し
交流も深めていき各国の料理
を美味しく頂きました。新年、
国に帰国できない留学生と日
本人在校生の交流の場として
とても充実した時間を過ごす
ことができました。

人気ダンス＆ヴォーカルグループ
「DA's」（ダズ）と共演！

大阪スクールオブミュージック専門学校
ベーステクニックコース（研究生）

陳　徳懐（チン トクカイ）さん
台湾・J国際学院

International New Year's Party
東京コミュニケーションアート専門学校
全学生対象

ベースでパフォーマンスを盛り上げます！

公演後、DA'sと記念撮影 実際に提供した料理

邱さんの作品「Eve wish」 ショコラの学生部門で最優秀賞受賞！

懐かしい味に舌つづみ！

学 校 イ ベ ント

2018年11月9日、第53回大阪府洋菓子コンテストが開催され、大阪キャリナリー製菓調理専門学校の学生が、アメ細工、マジ
パン、ショコラの学生部門に参加しました。学内予選で選ばれたパティシエコース2年生の留学生、邱彦凱さんがショコラ部門に
出場しました。その結果、邱さんの作品「Eve wish」が見事最優秀賞に輝きました！夏休みも学校に来て試行錯誤しながらデザイ
ンを考え、難しいチョコレートの技術と向き合い、練習に励んだ努力が実りました！邱さんは「クリスマスツリーにこだわった作
品で、1枚1枚の葉の組み立てが難しく苦労しましたが、完成したときには大きな達成感があり、今回入賞できて嬉しかったです。」
と語ってくれました。邱さんの作品は、色のメリハリがあり、チョコレートの艶がきれいな作品でした。表彰式では、審査員の方々から一般の部でも入賞できたのではないかと
お褒めの言葉もいただきました。これからも、素晴らしい作品作りに挑戦していってほしいです。

第53回大阪府洋菓子コンテストで最優秀賞受賞！！
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）

邱　彦凱（キュウ ゲンカイ）さん
台湾・大阪バイオメディカル専門学校

e-sportsプロゲーマー専攻1年生、TRUONG GIA 
FUEさんがストリーマーとしてスポンサー契約をし
ました！！

2018年5月から「Migutan channel」という名前
でYoutubeにゲーム実況動画をあげ始めたところ、
登録者数は9か月でなんと約7万5千人！！！急成長
を見せたFUEさんは、今年2月にグットエイト スク
アッド株式会社と、ストリーマー契約を結び、晴れて
本校初のプロゲーマーとなりました！

ベトナム語だけではなく日本語でもゲーム実況を行ったり、ＰＵＢＧ、ＬＯＬ、Ａ
ＰＥＸなど様々なゲームタイトルに取り組み、ライブ配信を行ったりしています。

これからもTRUONG GIA FUEさんの活躍の応援をよろしくお願いします。
チャンネル登録よろしくお願いします！！
URL：https://youtu.be/OT-Cog8bVsc

小さいころから日本のアニメ・マンガが好きで、日本
語に興味を持ち、大学で日本語を勉強してN1をとりま
した。せっかく日本語を勉強したので、一度は日本で生
活してみたいと思うようになり、大学卒業後、友人のい

る仙台でデザインを勉強できる学校を探
して、SCAに入学しました。1年生の留学生
は私だけなので、ちょっと寂しい感じもあ
りましたが、授業の先生はみんな優しく、
同じコースの友達もできて、楽しく学校生
活を送っています。好きな授業はデッサン
です。時間ができたら旅行しながら絵を描
きたいですね。将来は、デザイナーとして
日本で就職して、理想は自分のオリジナル
作品も作っていきたいと思っています。

ベトナムからの留学生が
e-sportsプロゲーマーに！！

OCA大阪デザイン&IT専門学校
e-sportsプロゲーマー専攻（1年生）

TRUONG GIA FUE（トン ジャ フェ）さん
ベトナム・法政大学

仙台コミュニケーションアート専門学校
イラストレーター専攻（1年生）

穆　瑞瑩（ボク ズイエイ）さん
中国・中国の「東北大学」日本語学科

好きな授業はデッサン！

在 校 生 インタビュー
楽しく勉強ができる学校です！

たくさんの企業様にお越しいただきました 真剣に話を聞く留学生の学生たち

コウさん

キュウさん

企業様のお話を聞くキュウさん、コウさん

合同企業説明会

就職内定

2019年２月19日（火）　福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校で１年生の学生に向け
て合同企業説明会が行われました。合同企業説明会とは校舎にたくさんの企業様がお越し
いただき、本校の学生のためだけに企業説明会を開催していただけるイベントです。ホテル
＆旅行科の留学生の学生も多数参加しました。留学生の卒業生が多数内定をいただいた大
手ホテルを経営する企業様もお越し頂いており、みんな真剣に話を聞いていました。１年生
はこれから就職活動が本格的にはじまります。合同企業説明会と同時に就職活動に向けて
意識を高める出陣式も行われました。それぞれの夢が叶うよう、頑張っていきましょう！

合同企業説明会　
福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校
ホテル＆旅行科（1年生）

就職活動が始まった頃、内定をもらう事ができるかすごく不安でした。しかし学校の先生方に沢山支えられ、助けられながら精一杯就職活動を頑
張りました。そしてようやく夢に見た日本のゲーム会社に内定を頂く事が出来ました。本当に嬉しかったです！元々は2D希望でしたが、学校で
様々な事を勉強していくうちに3Dに興味を持ち始め、3Dを主に勉強してきましたので、それが今回の就職に繋がったと思います。就職面接の時も
とても緊張しましたが、面接官の方々も優しく接してくれ、緊張も解けゆっくり自分のペースで話す事ができました。こんな環境の良い会社に働き
たい！と思ったので内定の連絡を頂いた時は本当に嬉しかったです。これからは立派なクリエーターになる為もっと頑張って行こうと思います。

日本で就職が決まった感想
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（3年生）

江　幸紋（ジャン シンウン）さん
台湾・大阪YMCA学院日本語学科

就職先：株式会社CRAFT＆MEISTER（職種：クリエーター）

OCAに入学してから、3年間本当にあっという間でした。この3年間の自分の学生生活を振り返ると、本当によく頑張ったなと褒めてあげたいと
思えます。就職活動を始めて感じた事は、普段の学校生活での生活リズムは本当に大事だと思いました。きちんと学校に行き、課題に取り組むと
いった事は、就職して仕事を始める時にもとても役立つ事だと思います。それでけではなく、日本人の友人と話をしたり、先生方と話したりする事
で日本語を伸ばす事もできたと感じます。仕事が始まっても学校での経験を忘れず、成長していきたいです。

内定を頂く事ができました！
OCA大阪デザイン＆ＩＴ専門学校
ゲーム・ＣＧクリエーター　CG・映像クリエーター（3年生）

余　昇哲（ヨ スンチョル）さん
韓国・メリック日本語学校

就職先：株式会社トリサン（職種：デザイナー）

11月18日（水）1年生を中心にした合同企業説明会を開催。
35社の企業様に来ていただき、留学生の皆さんも参加されました。
今回、参加した台湾の留学生、邱さんと洪さんにお話しを伺いました。
2人共コンサートが好きで良く観に行っていたらしく、そこからコンサートの
仕事がしたいと思い、OSMに入学。
「今日は、5つの会社のお話しを聞きましたが、緊張して喋れなかったので、次回
までに、日本語をもっと勉強しておきたい。そして、コンサートだけでなく、ホテ
ルや結婚式などイベントが出来るところで、働きたい！日本で就職できるよう
に頑張ります。」と意欲的に話をしてくれました。

イベントの仕事を見つけたいと思い、合同企業説明会に参加！
大阪スクールオブミュージック専門学校
商業音楽科　コンサート企画制作コース（1年生）

邱　靖　雁（キュウ ジン イェン）さん
台湾・メリック日本語学校

洪　乙　伶（コウ イ リン）さん
台湾・メリック日本語学校
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2019年1月26日になんばのYES THEATER
で、人気ダンス＆ヴォーカルユニット「DA's」(ダ
ズ)の定期公演が開催され、台湾からの留学生、
陳徳壊さんがベーシストとして参加しました！
DA'sとは、大阪ダンス＆アクターズ専門学校の
在校生と卒業生による総勢40名の女性ユニッ
ト。沖縄国際映画祭でのパフォーマンスや定期公演、ミュージックビデオが
YouTubeなどでアップされるなど人気急上昇中です！陳さんは、「最初共演したと
きはとても緊張しました。DA'sは毎月公演を行っているので、音楽現場の仕事につい

てとても勉強になりました。在学中に固
定メンバーと活動する機会がもらえたこ
とは、自分が成長できる本当に良いチャ
ンスでした。この活動が他の活動のチャ
ンスにもつながっていて、本当に感謝し
ています。」と話していました。卒業後、台
湾で有名なバンドのベーシストになるこ
とが陳さんの夢です！

2月2日（土）にTCAでは旧暦の正月に合
わせてNew Year's Partyを開催。留学生も
多いTCAでは各国の正月にちなんだ様々な
料理を出したり、ビンゴ大会なども実施。

当日は、日本の餅つきや中国の水餃子、韓
国のお雑煮トックなどを学生スタッフが調
理し皆にふるまいました。翌
日が節分ということもあり恵
方巻も！

在校中の留学生だけでな
く、日本人学生も多く参加し
交流も深めていき各国の料理
を美味しく頂きました。新年、
国に帰国できない留学生と日
本人在校生の交流の場として
とても充実した時間を過ごす
ことができました。

人気ダンス＆ヴォーカルグループ
「DA's」（ダズ）と共演！

大阪スクールオブミュージック専門学校
ベーステクニックコース（研究生）

陳　徳懐（チン トクカイ）さん
台湾・J国際学院

International New Year's Party
東京コミュニケーションアート専門学校
全学生対象

ベースでパフォーマンスを盛り上げます！

公演後、DA'sと記念撮影 実際に提供した料理

邱さんの作品「Eve wish」 ショコラの学生部門で最優秀賞受賞！

懐かしい味に舌つづみ！

学 校 イ ベ ント

2018年11月9日、第53回大阪府洋菓子コンテストが開催され、大阪キャリナリー製菓調理専門学校の学生が、アメ細工、マジ
パン、ショコラの学生部門に参加しました。学内予選で選ばれたパティシエコース2年生の留学生、邱彦凱さんがショコラ部門に
出場しました。その結果、邱さんの作品「Eve wish」が見事最優秀賞に輝きました！夏休みも学校に来て試行錯誤しながらデザイ
ンを考え、難しいチョコレートの技術と向き合い、練習に励んだ努力が実りました！邱さんは「クリスマスツリーにこだわった作
品で、1枚1枚の葉の組み立てが難しく苦労しましたが、完成したときには大きな達成感があり、今回入賞できて嬉しかったです。」
と語ってくれました。邱さんの作品は、色のメリハリがあり、チョコレートの艶がきれいな作品でした。表彰式では、審査員の方々から一般の部でも入賞できたのではないかと
お褒めの言葉もいただきました。これからも、素晴らしい作品作りに挑戦していってほしいです。

第53回大阪府洋菓子コンテストで最優秀賞受賞！！
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）

邱　彦凱（キュウ ゲンカイ）さん
台湾・大阪バイオメディカル専門学校

e-sportsプロゲーマー専攻1年生、TRUONG GIA 
FUEさんがストリーマーとしてスポンサー契約をし
ました！！

2018年5月から「Migutan channel」という名前
でYoutubeにゲーム実況動画をあげ始めたところ、
登録者数は9か月でなんと約7万5千人！！！急成長
を見せたFUEさんは、今年2月にグットエイト スク
アッド株式会社と、ストリーマー契約を結び、晴れて
本校初のプロゲーマーとなりました！

ベトナム語だけではなく日本語でもゲーム実況を行ったり、ＰＵＢＧ、ＬＯＬ、Ａ
ＰＥＸなど様々なゲームタイトルに取り組み、ライブ配信を行ったりしています。

これからもTRUONG GIA FUEさんの活躍の応援をよろしくお願いします。
チャンネル登録よろしくお願いします！！
URL：https://youtu.be/OT-Cog8bVsc

小さいころから日本のアニメ・マンガが好きで、日本
語に興味を持ち、大学で日本語を勉強してN1をとりま
した。せっかく日本語を勉強したので、一度は日本で生
活してみたいと思うようになり、大学卒業後、友人のい

る仙台でデザインを勉強できる学校を探
して、SCAに入学しました。1年生の留学生
は私だけなので、ちょっと寂しい感じもあ
りましたが、授業の先生はみんな優しく、
同じコースの友達もできて、楽しく学校生
活を送っています。好きな授業はデッサン
です。時間ができたら旅行しながら絵を描
きたいですね。将来は、デザイナーとして
日本で就職して、理想は自分のオリジナル
作品も作っていきたいと思っています。

ベトナムからの留学生が
e-sportsプロゲーマーに！！

OCA大阪デザイン&IT専門学校
e-sportsプロゲーマー専攻（1年生）

TRUONG GIA FUE（トン ジャ フェ）さん
ベトナム・法政大学

仙台コミュニケーションアート専門学校
イラストレーター専攻（1年生）

穆　瑞瑩（ボク ズイエイ）さん
中国・中国の「東北大学」日本語学科

好きな授業はデッサン！

在 校 生 インタビュー
楽しく勉強ができる学校です！

たくさんの企業様にお越しいただきました 真剣に話を聞く留学生の学生たち

コウさん

キュウさん

企業様のお話を聞くキュウさん、コウさん

合同企業説明会

就職内定

2019年２月19日（火）　福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校で１年生の学生に向け
て合同企業説明会が行われました。合同企業説明会とは校舎にたくさんの企業様がお越し
いただき、本校の学生のためだけに企業説明会を開催していただけるイベントです。ホテル
＆旅行科の留学生の学生も多数参加しました。留学生の卒業生が多数内定をいただいた大
手ホテルを経営する企業様もお越し頂いており、みんな真剣に話を聞いていました。１年生
はこれから就職活動が本格的にはじまります。合同企業説明会と同時に就職活動に向けて
意識を高める出陣式も行われました。それぞれの夢が叶うよう、頑張っていきましょう！

合同企業説明会　
福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校
ホテル＆旅行科（1年生）

就職活動が始まった頃、内定をもらう事ができるかすごく不安でした。しかし学校の先生方に沢山支えられ、助けられながら精一杯就職活動を頑
張りました。そしてようやく夢に見た日本のゲーム会社に内定を頂く事が出来ました。本当に嬉しかったです！元々は2D希望でしたが、学校で
様々な事を勉強していくうちに3Dに興味を持ち始め、3Dを主に勉強してきましたので、それが今回の就職に繋がったと思います。就職面接の時も
とても緊張しましたが、面接官の方々も優しく接してくれ、緊張も解けゆっくり自分のペースで話す事ができました。こんな環境の良い会社に働き
たい！と思ったので内定の連絡を頂いた時は本当に嬉しかったです。これからは立派なクリエーターになる為もっと頑張って行こうと思います。

日本で就職が決まった感想
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（3年生）

江　幸紋（ジャン シンウン）さん
台湾・大阪YMCA学院日本語学科

就職先：株式会社CRAFT＆MEISTER（職種：クリエーター）

OCAに入学してから、3年間本当にあっという間でした。この3年間の自分の学生生活を振り返ると、本当によく頑張ったなと褒めてあげたいと
思えます。就職活動を始めて感じた事は、普段の学校生活での生活リズムは本当に大事だと思いました。きちんと学校に行き、課題に取り組むと
いった事は、就職して仕事を始める時にもとても役立つ事だと思います。それでけではなく、日本人の友人と話をしたり、先生方と話したりする事
で日本語を伸ばす事もできたと感じます。仕事が始まっても学校での経験を忘れず、成長していきたいです。

内定を頂く事ができました！
OCA大阪デザイン＆ＩＴ専門学校
ゲーム・ＣＧクリエーター　CG・映像クリエーター（3年生）

余　昇哲（ヨ スンチョル）さん
韓国・メリック日本語学校

就職先：株式会社トリサン（職種：デザイナー）

11月18日（水）1年生を中心にした合同企業説明会を開催。
35社の企業様に来ていただき、留学生の皆さんも参加されました。
今回、参加した台湾の留学生、邱さんと洪さんにお話しを伺いました。
2人共コンサートが好きで良く観に行っていたらしく、そこからコンサートの
仕事がしたいと思い、OSMに入学。
「今日は、5つの会社のお話しを聞きましたが、緊張して喋れなかったので、次回
までに、日本語をもっと勉強しておきたい。そして、コンサートだけでなく、ホテ
ルや結婚式などイベントが出来るところで、働きたい！日本で就職できるよう
に頑張ります。」と意欲的に話をしてくれました。

イベントの仕事を見つけたいと思い、合同企業説明会に参加！
大阪スクールオブミュージック専門学校
商業音楽科　コンサート企画制作コース（1年生）

邱　靖　雁（キュウ ジン イェン）さん
台湾・メリック日本語学校

洪　乙　伶（コウ イ リン）さん
台湾・メリック日本語学校



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- ID：jikeicomID：jikeicom

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


