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2020年2月、滋慶学園COMグループ各校にて、学生たちによる1年間の成果発表の場である
「We are 2020 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・プレゼンテーションを行い業界にプレゼンテーション
しました。

1列目右側は呉さん。

来場者にゲームの説明をするタンくん

名刺交換をするタンくん

私は、1月18日（土）と19日（日）に1年生の
進級舞台公演「ホームステイ」に出演しまし
た。入学後、舞台公演に出演するのは2回目
です。今回の公演での役どころは、灰田栞と
いう役でした。
私の役は中学3年生の女の子の設定ですが、20代後半の私にとって「中学生」は、10
何年ほど前の事で、中学生と言う感覚がなかなか掴めず、日本の中学生は実際どのよ
うな感じなのかも分からないので、同期の子に話しを聞いたり、色々な確認もしながら
役作りを進めました。
更に私が関わったシーンで、同じシーンを演じる同期の皆と演出の先生の指示に沿っ
て、たくさん話し合って作り上げたことがとてもいい経験となりました。
本当に今回も関わったすべての人に感謝しています。これからも精進します。もし時間
があれば、是非次の公演を観に来てください！

東京俳優・映画＆放送専門学校
（2021年4月東京映画・俳優＆放送芸術専門学校より校名変更予定）

映画俳優科　俳優・女優専攻（1年生）

WONG PATRICIA DIANA
（コウ パトリシア ダイアナ）さん

香港・香港中文大學專業進修學院卒

1年生進級舞台公演に
出演しました！

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）

We are 2020
卒業・進級制作展

2月7日（金）、8日（土）の2日間、千葉県の幕張メッセにて
TCA在校生による卒業・進級制作展「we are  TCA 
2020」が開催されました。

タンくんの展示作品は卒業制作「Retribution」。
キャラクターデザインからプログラムまでをすべて
1人で制作を行いました。専攻外の内容については
独学で習得したとのこと。「昨年のwe are TCAで
展示できる作品を用意できず悔しい思いをしたの
で、春から制作を開始しました」。「お客様に喜んで
もらえる作品づくりを今後もしていきたい」と語って
くれたタンくん。東京ゲームショウ2019出展時のも
のに改良を加え、自身の作品に磨きをかけました。

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）

TAN BOH SHEH（タン ボー シェ）さん
マレーシア・SMK USJ8卒

昨年の悔しさをバネにして
成長しました！

2月8日（土）、9日（日）の2日間、学校で卒業・進級制作展として映画祭が行われました。
私は実行委員として学校の映画祭の準備に関わりました。映画祭では同期の仲間と制作したチーム作品や自主制作作品、その他の
授業作品などが上映され、見に来た観客の投票により、票数の多い作品が今年度のグランプリ作品に選ばれます。二日間にわたっ
て皆が提出した後期作品を全部見ることができて、私にとってすごく良い刺激になりました。先輩や同級生達の作品はそれぞれ違
う面白さを持っていて、見終わった時「自分もこんなかっこいい映像作れるようになりたい」と思いました。前期作品とあわせて全部
で65作品もあるなか、年間グランプリが発表される瞬間、会場全体のドキドキ感が印象的でした。今回私はポスターやパンフレットの作成を手伝いました。
映画祭の発案から実施まで、他の実行委員達の活躍する姿を見て、すごく勉強になる大切な経験になりました。

東京俳優・映画＆放送専門学校 （2021年4月東京映画・俳優＆放送芸術専門学校より校名変更予定）

映画制作科　映画・映像編集専攻（1年生）

呉 桓渲（ゴ カンセン）さん
台湾・国立台湾大学卒

映画祭に実行委員として関わりました！

本番終了後、楽屋での写真です！
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TSMで撮影したプロフィール写真

同じ舞台で演奏したメンバーと

大舞台で堂々の演奏

１月３１日（金）「卒業進級制作展We are TSM!」が開
催され、ギターテクニックコースのイダユさんがジャズ
楽曲のメインギターを務めました。「本番は自分の演奏
や同じプロジェクトのメンバーと音を合わせることだけ
に集中していました。大きい会場で自分一人にピンス
ポット（照明）が当たるポジションを担当しやりがいが
ありましたし、自分の奏でる音が会場全体に響き渡ると
ともに多くのお客様の前で演奏を無事に成功すること
ができ、言葉にできない達成感を感じました。入学時で
はギター未経験でしたが、講師の先生とのプライベー
トレッスンや日々の授業、実践的な外部ライブで丁寧
にアドバイスをもらえたことで成長ができました。今後
も引き続きパフォーマンス力を磨いてまた大きな舞台
で演奏できるように頑張ります。」と語ってくれました。

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
プロミュージシャン科　ギターテクニックコース（2年生）

NUR　IDAYU（ヌー イダユ）さん
マレーシア・インターカルト日本語学校卒

ZeppDiverCityの
舞台を経験！

就職先：株式会社東京タワー
（職種：アテンダントスタッフ、タワー内でのパフォーマー活動(週２回)）

職業：作曲家

Zeppなんばの舞台で
プレゼン

在学中に映画音楽家でデビュー

We are CULINARY のショップフェスタは、1年生が
それぞれのクラスごとに協力をしながら、店舗の企画
から調理・販売・サービスまで全て学生のみでお店を
運営するイベントです。カフェ総合科は、『星と私たち』
をコンセプトに星空の下でキャンプを楽しんでいるよ
うなイメージのカフェを作り上げました。店舗の内装
や提供するメニュー、接客までクラスのみんなで一緒
に考えたり、何回もシミュレーションを行いました。私
は、ドリンクの提供を担当したので、より美味しいドリンクが提供できるように、一生懸
命練習してきました。

当日、お客様から「すご
い！」「美味しい！」と言わ
れたことが、とても嬉し
かったです。これから
も、さらにドリンクの技
術を磨いていきたいと
思います。

大阪製菓カフェ＆調理専門学校 （2021年4月大阪キャリナリー製菓調理専門学校より校名変更予定）

カフェ総合科（1年生）

林 浩瑋（リン コウイ）さん
台湾・Ｊ国際学院卒

We are CULINARY 2020
―ショップフェスタ

最優秀賞を受賞したヒョウくん

最優秀賞を受賞したスカイルスさん

2月7日（金）・8日（土）に行われた卒業進級制作展
「WE ARE OCA 2020」で1年生が大活躍！企業
プロジェクトのプレゼンテーションで最優秀賞を獲
得しました。ゲームグラフィック＆キャラクター専攻
のスカイルスさんはクローバーラボ株式会社との
企業プロジェクトで「ロストアーカイブ」のキャラク
ターデザインに取り組み、見事最優秀賞を獲得し
ました。「正直自分が選ばれたことに驚きましたが、
この経験を活かしてこれからも頑張っていきた
い！」と語ってくれました。
また、ゲームプログラマー専攻のヒョウくんは株式
会社ジュピターとの企業プロジェクトで取り組ん
だオリジナルゲームの制作で、最優秀賞を獲得しました。日本語での発表は苦労しまし
たが、日本人の友達にアドバイスを頂いたおかげで頑張ることができたそうです！今後
は日本語をもっと上手に話せるようになって、ゲーム制作に取り組んでいきたいと語っ
てくれました。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 （2021年4月OCA大阪デザイン＆IT専門学校より校名変更予定）
ゲームグラフィック＆キャラクター専攻（1年生）/ゲームプログラマー専攻（1年生）

SKYLES TAYLOR ELIZABE（スカイルス テイラー エリザベス）さん
アメリカ・アークアカデミー大阪校卒

馮 子鍇（ヒョウ シカイ）さん
香港・Ｊ国際学院卒

WE ARE OCA 2020
1年生が大活躍！

作曲を学ぶために3年前に中国から日本にやってきました。初めて
の経験で全 23 曲の劇伴（主題歌以外に劇中で使われる音楽）を
制作しました。今回の制作でもアドバイスをいただいた映像音楽
ゼミご担当の周防義和先生からは、作品をご覧いただき、「高は映画全体の音楽バラ
ンス、音楽コンセプトの統一感を感じる作曲をしていて、作品を引き締め、品格をもた
らしている。」と、最大の賛辞を頂くことができました。また、同じく映画完成後、金子監
督の所属する株式会社 yucca 様からは、2つのお仕事をいただきました。高橋ジョー

ジさん出演の「ロードモバイル」 CMと
イクシーグループ様のCM です。今回の
制作は監督と強い信頼関係を築くこと
が出来たからだと感じています。この経
験を通して、「プロの仕事」に必要なの
は、技術とコミュニケーションの両輪だと
いうことに気づきました。「今後、日本だ
けではなく世界で活躍できるクリエイ
ターを目指していきます。」と語ってくれ
ました。

大阪スクールオブミュージック専門学校
カレッジ音楽科 作曲＆アレンジャーデビューコース（3年生）

高 尚（コウショウ）さん
中国・ECC国際外語専門学校　日本語学科卒

コミュニケーションの深さで乗り越えた初めての映画音楽制作

映画「偽りのエチュード」

卒業年次生が作り上げた水槽生き物に触れあえるタッチプール来場者さんに生き物を紹介する李さん

店舗の内装

カフェラテ作っています▶

クラスメイトと記念写真

２月１日（土）・２日（日）に卒業・進級制作展 We are 
ECO を開催しました！テーマは「産学連携」。動物・海
洋・ペット・自然環境の業界と連携したカリキュラムで
経験してきた創造力や実践力を発表する場です。ス
テージでは、トリミングコンテストやヤギショーなど
を披露し、各専攻でこれまで練習に取り組んできた
成果を発表します。
ブースでは、各専攻の特色あるパネルやイベント活動の報告など、学んできたことを活かして、魅力ある展示を作ります。
李さんが在籍する水族館・アクアリスト専攻では、水槽の展示とタッチプールを企画しました。このうち、李さんはタッチプールの運営を担当し、来場者にネコザメやヒトデなどの
生き物を紹介。李さん自身も楽しそうに取り組んでいる様子が印象的でした。

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）

李 光中（リ コウチュウ）さん
台湾・東洋言語日本語学校卒

We are ECO 2020
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就職先：株式会社アートブレッドベーカリーピカソ（職種：ブーランジェ）

飾りパンの展示も行いました！

◀店舗は大盛況！

日本人の後輩と一緒に受付に！

アシュラフさんの制作した作品▶

学生たちがショップの企画から運営までを全て担当し、校舎内にオリジナ
ルのお店を展開する「ショップフェスタ」は、学生たちによる2年間の学習の成果や夢を発表する舞台です。保護者や卒業生、また地域の方々ばか
りでなく、学生たちの就職先でもある業界の方々も多くお越しいただくイベントです。レーロンハン君は「私たちが作ったパンを見て美味しそう
と笑顔で言ってくれることがとても嬉しいです。全部売れて良かったです。クラスメンバーと一緒に取り組む最後のイベントだから一生懸命頑張
りました！」と充実した表情で答えてくれました。

名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校
製菓・製パン科（2年生）

LE LONG HANH （レー ロン ハン）さん
ベトナム・名古屋ＳＫＹ日本専門学校卒

ショップフェスタ

在 校 生 の 活 躍

手塚賞（てづかしょう）は、集英社が主催する
少年向けストーリー漫画の新人募集企画の日
本の漫画賞です。主な審査員として、『ONE 
PIECE』の尾田栄一郎先生や『DRAGON 
BALL』の鳥山明先生『NARUTO-ナルト』の岸
本斉史先生など名立たる有名作家さんが審
査をしてくれます。第98回目の手塚賞で、
OCA大阪デザイン&IT専門学校のマンガ専
攻3年生の李さんが、佳作を受賞し賞金を獲
得しました。

「手塚賞を頂いて、すごく嬉しいです。いつか
連載して単行本を出し、自分の出身地の本屋でも売られるように頑張ります！」と喜びとこれからの抱負を話して
くれました。現在も、集英社週刊少年ジャンプで、連載に向けて頑張っています。近い未来、李さんの作品が、
ジャンプで読めることを期待しています。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 （2021年4月OCA大阪デザイン＆IT専門学校より校名変更予定）

マンガ専攻（3年生）

李 廷季（リ テイキ）さん
中国・関西外語専門学校卒

週刊「少年ジャンプ」手塚賞　佳作受賞！！

2月11日（火）・12日（水）に卒業進級制作展WE ARE NCA2020が開催されました。卒業進級制作展は、NCAで学ぶ全ての
学生が1年間の学習の成果を発表する機会です。アシュラフさんは、名古屋市信用保証協会様の企業プロジェクトで、企業を
PRするためのアニメーション制作を担当。同じ専攻のメンバーそれぞれに担当のカットを割り振り、協力しながら1本のアニ
メーションを制作しました。
アニメーションの完成までには、約半年かかったそうです。自分の担当するカットが多かったので、制作はとても大変だったが、
無事完成させることができてとてもうれしかったと話していました。当日は、来場されたお客様に、自分が制作した作品をご紹
介する場面も。たくさんの方に作品を見ていただくことができ、大変良い経験となりました。

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
アニメーション（2年生）

ASYRAAF MAHMAD ZAHRI（アシュラフ ママドザリ）さん
マレーシア・帝京マレーシア日本語学院卒

卒業進級制作展 仲間と協力して制作した作品を展示！

「武蔵坊弁慶」役のオオイさん 「警官」役のジョンさん

2月16日に卒業進級制作展「We are SSM!SBM!2020」が開催されました。その中でジョンさんが
演劇「息子のデートを邪魔する親物語」で「警官」役、オオイさんが朗読劇で「武蔵坊弁慶」役として
舞台に立ちました。ジョンさんは「日本と韓国の警察のイメージが違い、役作りに苦労しました。今回
の舞台は、今までより緊張することがなくリラックスして演技に集中できました。今後はアクションも
学び、将来は日本で活躍していきたいです。」オオイさんは「役の人物像を周りの学生に聞いて理解
して役に挑みました。英語・中国語を話すことができるのでもっと日本語をマスターして、将来は世
界で活躍していきたいです。」と話してくれました。二人の今後の活躍が楽しみです。

札幌デザイン&テクノロジー専門学校 （2021年4月札幌アニメ・声優専門学校より校名変更予定）

声優コース（1年生）

OOIJIAN 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卒

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卒

We are SBM!SSA!2020

Congrats!
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企業プロジェクト

メニュー完成後プレゼンテーションを行い、
企業様からの質疑応答に応える謝さん

謝さん考案の料理「鹿モモ肉の酒蒸しとナツメソース」

福岡市のジビエ(天然の野生鳥獣の食
肉)料理専門店「情熱の千鳥足　カルネ」
様より猪・鹿肉を使用したメニュー考案
の課題をいただきました。鹿肉の課題な
ので、とにかく色々な食材や香辛料を使
用したいと思い何度も試作を実施。しか
し、思うような料理ができませんでした。
そこで台湾に帰国した際に漢方や台湾
の香辛料を調べて料理に使用しました。
また、２年間学んだ日本料理と西洋料理
の技術、特別講義で学んだ低温調理の

技術を総動員して「鹿モモ肉の酒
蒸しとナツメソース」を完成させ
ました。企業様へのプレゼンテー
ションでは企業様から見た目、バ
ランス、漢方への着目等高い評
価をいただきました。今後は日本
と台湾の美味しいものをアピー
ルできるような料理人になり、自
分自身の料理でたくさんの人々
を笑顔にしていきたいです。

福岡キャリナリー製菓カフェ＆調理専門学校 （2021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）

調理師科　調理師コース（2年生）

謝 百鈞（シャ ヒャクキン）さん
台湾・ヒューマンアカデミー日本語学校　佐賀校卒

学生が開発した
料理がメニュー化

篠原社長とショウさん▶

ショウさんの考えたロゴ

プレゼン中のショウさん

　2019年に法人化をした金属加工会社の株式会社
フルブライト様より、企業ロゴデザインのご依頼をい
ただき取り組みました。企業の特徴を理解した上でデ
ザイン制作し、見事ショウさんの作品が採用されまし
た。
　まずはオリエンテーションにて、会社概要と社長の
篠原様のデザイン希望を伺い制作開始。頭の中に思
い浮かんだものをアイデアスケッチに数十種類も挙げ、何度も何度も試行錯誤しまし

た。金属加工の会社なので金属感が出るように意識
し、会社の溶接技術を用いて完全な形になるという
イメージで、あえて未完成な部分を残したロゴをデ
ザインしました。

「今回のプロジェクトに参加し、その企業をしっかり
理解することや、一
目で事業内容を連
想させる様なデザ
インについて考え、
とても勉強になり
ました。私の考えた

ロゴが、フルブライト様の成長と共に使用していただ
けるのはとても光栄です。」
　ショウさんの今後の活躍と、フルブライト様の益々
のご発展をお祈りいたします！

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
IT・デザイン科　Webクリエイター専攻（2年生）

蕭 凱文（ショウ カイブン）さん
中国・ISI外語カレッジ卒

企業のメインロゴを
デザイン！

表彰後、最終選抜８名＆企業様との記念写真

制作展で最終プレゼンテーションする様子

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、その核に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、授業の一
環で、その制作課題に取り組みました。
チーム毎に１つの作品を作るこの課題に、
チームの中心として取り組んだ、台湾からの
留学生の洪さんにインタビューしました。

私たちのチームは試行錯誤しながら、商品開発
に挑戦しました。今回の企業プロジェクトを通じ
て、企業の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。一からケーキを組み
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
ケーキが最優秀賞を頂けたので、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。

大阪製菓カフェ＆調理専門学校 （2021年4月大阪キャリナリー製菓調理専門学校より校名変更予定）

製菓・製パン科　パティシエコース（2年生）

洪 欣妤（ホン シンユー）さん
台湾・國立真新営高級中学卒

卜 涵（ボク カン）さん
台湾・J国際学院卒

杜 濰（ト イ）さん
中国・Ｊ国際学院卒

企業の最優秀賞を受賞！

クリエーター科１年生を対象とした「スパワールド　世
界の大温泉」様との企業プロジェクトで頂いた課題は

「スパワールドのPRポスター制作」でした。約半年間こ
の課題に取り組み、一次審査で選ばれた８作品がWE 
ARE OCAにて最終プレゼンテーションを行いました。
１年生にとっては初めてとなる企業プロジェクトで、イラ
ワンさんのポスター作品が見事優秀賞を受賞しました！
スパワールドの広報担当者の皆様からは「SNSなどを
活用し、スパワールドに２０代後半の女性客が少ないことなどをよく調べてくれた。完
成したポスター作品も、スパワールドの良いところを表現したものになっている」とい

うコメントを頂戴しま
した。また、「8ヶ国の
岩 盤 浴 の 発 想 が 良
く、実物が欲しいくら
い可愛い！表現や切り
口の面白さが素晴ら
しい。」と、お褒めの言
葉も頂きました。
この経験を活かして、
今後もクライアント
が喜ぶ作品を創り続
けてほしいです！

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 （2021年4月OCA大阪デザイン＆IT専門学校より校名変更予定）

グラフィックデザイン＆IT専攻（1年生）

IRAWAN NABILA KHANSHA（ナビラ ハンシャ イラワン）さん
インドネシア・エール学園卒

スパワールド様
企業プロジェクト・優秀賞受賞！

最優秀賞を受賞

企業様の前で商品プレゼン

受賞された作品
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就職内定

就職先：株式会社ライデンフィルム 東京スタジオ（職種：作画）

就職先：株式会社ラスイート（職種：調理）

就職先：YTJ(Youth Theatre Japan)ユースシアタージャパン / 株式会社 アクロスエンタテインメント（職種：英語演技指導教師 / 声優・俳優研究生）

インタビュー風景

TCA　ライ ティエンイー　3年生OCA　ジョ シセイ　3年生OCA　ホージアルイ　3年生 TCA　リュウ チョウゼン　3年生

卒業制作展　アテレコ収録チェック

卒業制作展 映像部門2位に輝いた時

卒業制作展校内レストランで接客担当

収録風景▶

日本のアニメやゲームが好きで日本で働くことが夢でした。ＯＣＡでは作品審査会
などでプロのクリエーターの方から直接アドバイスを頂ける機会がとても刺激に
なりました。授業も業界で活躍されているプロの方が教えてくれるので、そういっ
た方からアドバイスを頂けたのが成長できた要因だと思います。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 （2021年4月OCA大阪デザイン＆IT専門学校より校名変更予定）
ゲームグラフィック＆キャラクター専攻（3年生）
徐 梓清（ジョ シセイ）さん　中国・ＥＣＣ国際外語専門学校日本語学科卒

日本で働くという夢を叶えることができました！

学校生活で一番楽しかったことは、国籍も性格も文化も違う友達とコミュニケー
ション取りながら勉強ができる事でした。これは就職活動にもすごく役立ちまし
た。「夢を持ち諦めず目標に近づこう。自分の道を作って目標を高く持とう」が私か
ら皆さんへのメッセージです。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校 （2021年4月OCA大阪デザイン＆IT専門学校より校名変更予定）
CG&映像クリエーター専攻（3年生）
HO JIA RUI（ホージアルイ）さん　マレーシア・（海外直接入学）帝京マレーシア日本語学院卒

国籍も性格も文化も違う友達とコミュニケーションを
取りながら勉強できたことが(株)カプコン就職に繋がった！！

声優と舞台俳優を目指して入学し、技術的なことやプロになる必要な知識だけではなく、自分自身のことも学びにきました。様々なオーディション
のチャンスがあったり、産学連携プロジェクトに参加したりして、在学中でもプロの現場の体験ができ、とてもいい経験となりました。オーディショ
ン等で失敗すると、悔しい思いをしたり、自信をなくしたりしますが、改めて自分がどうしてこの業界を選んだのかを思い出したり、ステージの上に
立つ時やマイクの前で演技をする時の楽しさを思い出したりすると、立ち直れます。この学校で学んだ全てが成長の糧となっています。
私は子供たちに英語で演技の指導をする傍ら、レッスンを受けながら目標である声優・俳優に向かっ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
ゲーム＆アニメ声優（2年生）

ME CLARA KA YING（ミ クラーラ カイン）さん
カナダ・ARC東京日本語学校卒

経験したすべては自分の成長と繋がる

オーストラリアに行った際、現地の和食が本場のものと少し違うことに違和感を覚えました。世界無形文化財にも
登録された和食の魅力を、もっと多くの方に広めたいと考え、日本で勉強することを決めました。
この学校で2年間、調理を学び、私はますます和食の魅力に惹かれました。そして卒業後も、和食に関する仕事がしたいと考え、日本で就職する事に決めました。
留学生として、日本で就職することはとても難しかったですが、1年生の時から積極的に学校の合同企業説明会などに参加し、企業情報や就職の仕方など色々な準備を行いまし
た。また学校の就職担当の先生や、留学生担当の先生がたくさんのアドバイスをくださり、私の就職活動を応援してくださいました。その結果日本で就職することができました。
今後も自分の夢を叶えられるようにもっと頑張っていきたいと思います。

大阪製菓カフェ＆調理専門学校 （2021年4月大阪キャリナリー製菓調理専門学校より校名変更予定）
調理師科　調理師コース（2年生）

葉 承軒（ヨウ ショウケン）さん
台湾・新竹国立実験校中卒

台湾以外の国でも活躍していきたい

陳さんはアニメーション制作会社である株式会社ライデンフィルム東京スタジオに見事
就職を決めました。陳さんが内定を勝ち取るためにしたことは3点あります。1点目は
ポートフォリオを1年次から意識して作成していたということ。2点目は企業分析を徹底
的に行ったということ。3点目が担任の先生に履歴書などの相談を逐一していたこと。自分一人でできることは期限を決めて行い、できないことは
先生に相談するということを意識していました。そして、14社受けた中、見事希望していた会社に内定を頂きました。今後の目標は「自分のオリジ
ナル作品を作り、1人でも多くの方に感動を与えることができるアニメータになりたい！」とのことです。陳さんの活躍に乞うご期待！

大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校
クリエーティブデザイン科アニメーション制作コース（2年生）

陳 少坤（チン ショウクン）さん
中国・ヒューマンアカデミー日本語学校卒

夢は“感動”を与えられるアニメーター！

株式会社カプコン様に内定した4名のうち、代表して2名からメッセージをいただきました。

モンスターハンターやバイオハザードなど
人気作品を数多く手掛ける株式会社カプコン様に内定



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、6,736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

名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校

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

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/

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

福岡医健・スポーツ専門学校

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

（2021年4月仙台医健・スポーツ
&こども専門学校より校名変更予定）仙台医健・スポーツ専門学校

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

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

仙台デザイン＆テクノロジー専門学校

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

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

（2021年4月東京コミュニケーションアート
専門学校より分離独立予定)認可申請中TCA東京ECO動物海洋専門学校

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

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

東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

（2021年4月新規開校予定）
認可申請中

東京俳優・映画＆放送専門学校 （2021年4月より東京映画・俳優＆放送芸術
専門学校より校名変更予定）

（2021年4月OCA大阪デザイン＆IT
専門学校より校名変更）

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
（2021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）

福岡キャリナリー製菓カフェ＆調理専門学校

大阪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

http://www.oas.ac.jp

大阪製菓カフェ＆調理専門学校

E-mail: info@culinary.ac.jp
〒550-0014

http://www.culinary.ac.jp

（2021年4月大阪キャリナリー製菓調理
専門学校より校名変更予定）

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

大阪ウェディング＆ホテル・IR専門学校 （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）

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
〒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

（2021年4月札幌放送芸術
＆ミュージック・ダンス
専門学校より校名変更予定）

札幌デザイン&テクノロジー専門学校
〒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

（2021年4月札幌アニメ
・声優専門学校より
校名変更予定）


