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放送芸術学院専門学校卒業生の呉 樺さんが、音声コーディネーター制作ス
タッフとして参加された日台共同制作ドラマ『路（ルウ）～台湾エクスプレス～』
が日台で2020年5月16日、23日、30日と同時放映しました。
台湾新幹線プロジェクトの軌跡を、日本人と台湾人のあたたかな心の絆を描い
た吉田修一の傑作小説「路（ルウ）」が、ＮＨＫと台湾の公共放送局・ＰＴＳの共同制作でドラマ化されました。
かつて“麗しの島”と呼ばれた美しい台湾の景色や活気ある街角を背景に、日本と台湾の人々の「国境」と「時間」を
越えた心の交流を詩情豊かに描かれたこのドラマは、国境を越えて台湾と日本のスタッフが段々と心が一つにな
り、良い作品を作り上げ
ていく過程と重なり、日

本留学を経験された呉さんでしかわからない感動もあったのではないかと、感
慨深いものとなりました。

在学中に福山雅治主演の中国映画『マン
ハント』をインターン生として現場経験
し、とても物静かな性格からは想像でき
ないほど、映像業界でお仕事をするとい
う目的意識の高さと意思の強さを持った
学生さんでした。
極東娯楽制作は、日本の人気番組「モヤ
モヤさまぁ～ず２」「有吉ゼミ」「世界の果
てまでイッテＱ！」など、日本のテレビ番組
のロケ・コーディネートなども手掛けられ
ています。
日本で培った技術と日本語力を生かせる
大好きな映像制作業界で、これからも
益々、日台の懸け橋になり活躍して下さ
るのかと考えるだけでもワクワクします。

放送芸術学院専門学校
映画ドラマ制作コース（2018年3月卒業）

呉 姍樺（ゴ サンカ）さん
台湾・台湾三信高級家事商業職業学校卒

就職先：極東電視台 台湾支社「極東娯楽制作有限公司」（職種：映画・映像コーディネーター）

日台同時放映ドラマ 日台共同制作

『路～台湾エクスプレス～』
音声コーディネーターとして卒業生が活躍！！

（ルウ）

 ゴ サンカさん
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就職先：株式会社デジタルエッグ（職種：CM編集）

就職内定者

私はCM編集の会社に就職しました。
4月から入社し、制作技術部でオンライン編集の技術を１日も早くできるよう頑張って
います。学校の先生やスタッフの皆さんのおかげで無事に日本で就職する事ができま
した。学校では編集専攻の授業だけではなく、友人たちと撮影を行ったり、カメラマン
の先生が担当する撮影の授業に積極的に関わるよ
うに頑張りました。
今後は日本で映像編集の仕事を頑張っていきます。
次の目標はハリウッドで活躍できるよう頑張ります。

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）

映像編集専攻（2020年3月卒業）

THIHA AUNG（ティハ アウン）さん
ミャンマー・自修学館日本語学校卒

編集の会社に
就職が決まりました

ティハさんが企画・監督・編集を行った作品の
撮影の様子です

学校内での合同企業説明会に参加をし
企業ブースを回りました

学校プロジェクトで撮影を行った時の様子です

就職先：（株）アートブレッドベーカリーピカソ（職種：パン製造）

■内定をいただいた企業を選んだ理由
新作パンの試食＆新作コンクールに参加し、スタッフの方が
いつも明るく気持ちの良い接客をしてくれました。パンが美
味しいのはもちろんですが、パンを作るスタッフ同士の雰囲
気がとてもよく、お客様にも伝わっている気がして、印象に残り志望しました。
■実際に働いてみて
新しいことを覚え、やるこ
とが沢山あり大変です。
ですが、入社前に6ヶ月ア
ルバイトをしてパンの種
類は覚えているので、仕
事にも早く慣れていける
と自負しています。
■今後の目標・意気込
　み・夢
4年後には、沢山経験を
積み、自分で考案したパ
ンが店に並ぶことを目標
に頑張りたいと思います！

名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校
製菓・製パン科/製菓・製パンコース（2020年3月卒業）

LE LONG HANH（レー ロン ハン）さん
ベトナム・名古屋SKY日本語学校卒

大好きなパンに囲まれて

授業で習ったパン作り

レー ロン ハンさん

就職先：ヒルトン福岡シーホーク（職種：ホテルスタッフ）

クマルさんは、日本のホテルサービスを学びたいという意思で、この学校に入学しまし
た。学生生活の中では非常に明るく、留
学生はもとより、日本人の学生ともす
ぐに打ち解けており、「学生生活がとて
も楽しい」と話していました。２年間、真
面目に授業や実習に取り組み、最高の
ホスピタリティを身につけました。早期
に大手ホテル『ヒルトン福岡シーホー
ク』様からの内定を獲得しました。クマ
ルさんは、「大手ホテルに内定を頂き
本当にうれしく思ってます。これからホ
テルマンとしてしっかりと接客していき
たいです。」と意気込みを語ってくれま
した。彼のホスピタリティでホテルに訪
れる多くのお客様に感動していただき
たいです。また、彼が親しくしていた留
学生の友人もグランドハイアット東京
への就職が決まっており、お互いが学
生生活を高めあってきた成果だと思い
ます。

福岡ウェディング＆ホテル・IR専門学校
ホテル＆旅行科 ホテルコース（2020年3月卒業）

GHALE SANDIP KUMAR（ギャレ サンディプ クマル）さん
ネパール・国際アニメーション専門学校卒

ホテルスタッフとして
日本で夢を叶えました！

◀ギャレ サンディプ クマルさん

就職先：ヒルトン沖縄瀬底リゾート（職種：調理師）

私は日本で和食料理人にな
るために日本への留学を決
意しました。在学中には和食
だけでなく洋食他、幅広い料
理の技術を身に付けることが
できました。
また、企業様と一緒になって
商品開発を行う「企業プロ
ジェクト」では、これまで学ん
だ技術を結集し、オリジナル
料理を自分自身で開発したメ
ニューが商品化されました。
今回有名企業に内定をいた
だき、念願かなって日本で調
理師としてこれから頑張って
いきます。そして将来的には
台湾に帰って自分のお店を開
きたいと思います。

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（2020年3月卒業）

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

夢であった調理師の
夢が叶いました！

調理師の夢を叶えることができました▶
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卒業式

就職先：株式会社MOSS（職種：デザイナー）

2019年度の卒業式は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年とは全く異なる
形式で執り行われ、特別な卒業式となりました。世界的にも稀に見る出来事の中で卒
業式は本当に心に残るものとなりました。
感染拡大を防ぐため、TECH.C.の校内にて専攻別での卒業証書授与式を行いました。少
人数で全員マスク着用の中で行われましたが、皆さんの目は喜びで輝いていました。
台湾出身のリョウシショウさんは、「こんな大変な時期なのに、とても素敵な卒業証書
授与式を用意していただき、すごく嬉しいです。現在は研修中ですが、Wメージャーカ
リキュラムのおかげで、自分の専攻以外のことも勉強でき、就活にとても役立ちまし
た。「好き」を「仕事」にすることは改めてよかったと思いました。」と述べてくれました。
卒業式は皆さんにとって最後の授業でしたが、新しいスタートでもあります。これから
学校で習得した知識・技術を活かし、世界で活躍できる人材になられることを期待して
います！

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
背景・アイテムデザイン専攻（2020年3月卒業）

廖 姿翔（リョウ シショウ）さん
台湾・日本外国語専門学校卒

卒業式

リョウ シショウさん オウ シカンさん
就職先：株式会社綜合舞台（職種：舞台監督）

3月11日（水）に2019年度卒業証書授与式が行われました。
例年とは異なり学内での開催になりましたが、最後の授業と位置付けられた卒業証
書授与式では学校長挨拶や、担任の先生から一人一人卒業証書の授与、TSMゴス
ペルアンサンブルによる演奏などが行われ大変感動的な式となりました。
舞台制作コースを卒業したオウさんは「昔から日本の舞台やミュージカルが好きで
日本の舞台業界で働きたいと思い留学を決めました。同級生と1年次から多くの実
習を経験し悔いを残さないようにたくさんチャレンジしたことはいい経験です。」と
語ってくれました。卒業後は大手テーマパークのショーなどを制作する株式会社綜合
舞台に舞台監督としての就職が決まっています。

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
音楽テクノロジー科 舞台制作コース（2020年3月卒業）

汪 之涵（オウ シカン）さん
中国・集美大学誠毅学院卒

卒業証書授与式が
行われました！

クラスの集合写真 担任の先生との写真 学校前で同級生との一枚 笑顔があふれるオウ シカンさん
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卒業式

就職先：株式会社アドヴァンスプロモーション（職種：俳優・声優）

3月5日（木）関西地区の卒業式が行われました。関西地区では、9ヶ国73名の留学生が卒業しました。毎年グランキューブ大阪で行わ
れる卒業式ですが、今年はコロナウイルス感染拡大防止のため、各校にて卒業生と先生方のみ参列での開催となりました。保護者の
皆様にはオンライン配信でわが子の晴れ姿を見ていただけたのではないでしょうか。ワンさんは「先生から1人1人卒業証書を授与さ

れ、学校最後のイベントを心に刻みまし
た。卒業証書授与後の学生の歌に感動し、
涙する先生もいらっしゃり、先生たちや学
生みんなの気持ちが伝わってきました。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ります」と
話してくれました。

大阪スクールオブミュージック専門学校
プロミュージシャン科シンガーソングライターコース（2020年3月卒業）

王 鉉翔（ワーンシュエンシアーン）さん
台湾・国立台湾大学卒

コロナ対策！小規模での卒業証書授与式

ワーンシュエンシアーンさん

卒業式開始前式終了後卒業証書を持ってOSM卒業式階段前

3月14日(土)校舎で行った卒業式。2ヶ国3名の留学生が卒業しました。うち、2名は日本で働き、
1名は自国の日本料理店で調理師の道へ。自国に戻ったあとも日本に携わっていてくれるのはと
ても嬉しいことです。学校で学んだことを活かしてこれからも頑張ってください！みなさんのご活
躍を祈っています！

名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校

製菓・製パン科 製菓・製パンコース（2020年3月卒業）
LE LONG HANH（レー ロン ハン）さん
ベトナム・名古屋ＳＫＹ日本語学校卒

調理師科 調理師コース（2020年3月卒業）
LU THAI ANH（ル タイ アイン）さん
ベトナム・I.C.NAGOYA卒

調理師科 調理師コース（2020年3月卒業）
JEONG WONYONG（ジョウ ウォンヨン）さん
韓国・外語学院アドバンスアカデミー卒

卒業式

（左から）レー ロン ハンさん、ル タイ アインさん、ジョウ ウォンヨンさん

卒業式当日の学校のエントランスです卒業式終了後、台湾の両親が会いに来てくれました

あっという間の３年間でした。
今までの人生の中で一番華やかな期間でした。
かけがえのない仲間たちと先生達に出会えたことは、私の一生の宝物です。
今年の卒業式は、新型コロナウイルスの理由で大きな会場で開催ができず、
しかも保護者たちも一緒に参加できず、謝恩会も無くなって、とても残念でし
た。
でもその逆境の嵐の中でも、学校側に素敵な卒業式の舞台を作っていただい
て、私たちの代らしい、気負いない空気の中で、みんなで笑って、泣いて、ぽか
ぽかとした時間と空間が作り上げられ、忘れられない卒業式となりました。
卒業した今は、俳優（声優）として事務所に入って、日本で多方面なことができ
るエンターテイナーになって、面白い作品をいっぱい作って、みんなに笑顔を
届けたいと思っています。

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）
俳優・女優専攻（2020年3月卒業）

林 禹寒（リン ウハン）さん
台湾・新民高中学校卒

思い出に残る卒業式でした
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毎年、関東にあるエンターテイメントや、デザイン、動物分野、コンピューターテクノ
ロジーなど、姉妹校と合同で盛大に開催される入学式ですが、今年は新入生の皆様
の安全を考慮し、学校のライブホールにてONLINE形式で行われました！
各自、自宅からウェブで参加するイベントで、不慣れなことも多く、心配もございまし
たが、新入生たちの協力もあり、大きな問題はなく無事に終えることが出来ました。

著名な教育顧問の先生方から祝辞も映像で頂
き、業界で活躍する、夢を叶えた先輩たちの応
援メッセージもありとても良い式典となりまし
た。
世界の色んな国から「日本のエンタメ業界での
活躍」を夢みて入学する留学生の皆さん、皆さ
んの夢をいつまでもサポート、応援します！入学
おめでとうございます！
学生生活は一瞬です！全力で駆け抜けましょう！

東京スクールオブミュージック専門学校渋谷
東京ダンス＆アクターズ専門学校

４月１６日、関西地区オンライン入学式が行われまし
た。今年度は、14ヶ国87名の留学生が入学されまし
た。コロナウイルス感染拡大防止の為、今年度の入学式はオンライン配信の形式となり
ました。OSMのオンライン入学式では、中国出身の卒業生の高 尚さんが代表し、在学
中の企業課題、劇伴制作について発表しました。劇伴とは、映画やテレビドラマ、演劇や
アニメで流れる伴奏音楽のことです。IAS様・メディアプルポ様から企業課題を頂き、与
えられた3週間という期間の中で、見事作品を完成させました。監督との強い信頼関係
も築き、高い評価を頂きました。将来は、日本だけではなく、アジア各国、世界で活躍す
るクリエーターになりたいです。と意気込みも聞くことができ、とてもすばらしい発表で
した！今回コロナウイルス感染拡大防止のために入国制限がかかり、海外からオンライ
ン配信の入学式に参加頂いた新入生もいます。不安な気持ちもあるとは思いますが、
一緒にこの状況を乗り越えましょう！新入生の皆さんに一日も早く学校で会える日を本
当に楽しみにしています。これからたくさん新しい経験をし、一緒に成長して行きましょ
う！ご入学、本当におめでとうございます！

大阪スクールオブミュージック専門学校東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校
パフォーミンーグアーツ科　アニメ声優専攻（1年生）

デルタ ダルウィンさん

ジョ ミンソさん

卒業生代表のコウ ショウさん

私は、入学式の映像を見た瞬間にやっと好きな学校に
入学できたという喜びと、これから一生懸命勉強して、
先生たちの恥になるような学生にはならないよう頑
張っていきたいという気持ちでいっぱいでした！
入学する前からずっと好きで行きたかった学校なので、
これからは好きな学校の一員となり、業界のプロにな
るために頑張ります。緊張と期待でいっぱいです！
名誉校長先生のおっしゃった通り、友人や先生とのコミュニケーションを大切にして、
日本と韓国をアニメーション業界で両国をつなぐ架け橋の声優になって、これから日
韓両国で共同作品をたくさん作っていくのが私の目標です！

趙 玟瑞（ジョ ミンソ）さん
韓国・薬泗高等学校卒

名古屋ECO動物海洋専門学校
ドッグライフサポート専攻（1年生）

札幌ミュージック＆ダンス・放送専門学校
（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）

パフォーミングアーツ科俳優コース（1年生）

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）

クリエイティブデザイン科
コミックイラスト＆まんがコース（1年生）

张 子菡（チョウ シカン）さん
中国・インターナショナルアカデミー卒

ONLINEで2020年
入学式が行われました。

2020年度関西地区
オンライン入学式

珍しくて特別な入学式

4月14日（火）に名古屋ECO動物海洋専門学校
にて入学式が行われました。今年は新型コロナウ
イルスの影響で新入生は各家庭でLIVE配信にて
出席をしました。名古屋ECO動物海洋専門学校
には1名の留学生の方にご入学いただきました。
入学式では名誉教育顧問や名誉学校長からの祝
辞や卒業生によるプレゼンテーションが行われました。
ドッグライフサポート専攻に入学されたカさんは、もともと犬が好きでした。しかし、しつ
けが上手く出来ず、飼い主の勝手で捨てられるペットがいるという現状を知り、悲しい気
持ちになりました。そんなカさんは、名古屋ECOで犬のしつけを学びたいと思うように
なりました。将来の夢は、台湾で自分のお店を開き、飼い主からしつけなどの相談にこた
えることで幸せなペットを増やしていくことです。日本での学校生活には大変なこともあ
ると思いますが、すべてを力に変えて夢に向かって頑張っていってほしいです。

何 蘊 庭（カ ウン テイ）さん
台湾・ＥＣＣ日本語学院名古屋校卒

蘇 笠桀（ソ リジェ）さん
中国・札幌国際日本語学院卒

2020年度
名古屋ECO入学式

今回入学式が無観客オンライン配信となったため4月9日（木）の「新入生オリエン
テーション」が初登校の日となりました。俳優コースのリジェさんは「演技を学んで将
来は2.5次元ミュージカルの舞台に立ちたいです。日本が好きなので友達をたくさん
作って一緒に頑張りたいです。」コミックイラストコースのシカンさんは「日本の漫画は
いろんな作品が好きで、中でも名探偵コナンが好きです。将来は青山剛昌さんのよう
な漫画家になれるように2年間しっかり学んで立派な漫画家になりたいです。」と意気
込みをいただきました。2人のこれからの活躍がとても楽しみです。

札幌で夢への第一歩をふみだした！
新入生にインタビューしました！

将来の夢をカタチにしました

リジェさん▶

シカンさん▶

「2020年滋慶学園COMグループ オンライン入学式」
2020年の入学式は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入学式を各校よりライブ配信を行いました。

東京コミュニケーションアート専門学校では4月13日(月)
にオンライン入学式を催行し、新入生520名中163名の留
学生にご入学いただきました。本来であれば大きな会場で先輩方の活躍を生でご覧
いただく予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で今回はやむなくライブ配
信となりました。入学式についてデルタさんにお話を伺いました。
「入学式への参加は正直不安だったので、ライブ配信にしていただき安心しました。変
更の発表も迅速でした。配信では先生や先輩方の作品を見ることができて嬉しかった
です。これから世界中の人々に影響を与えられるクリエーターを目指し、新しい技術
や知識を身につけていきたいです。」
言葉や文化の違いで大変なこともあるかと思いますが、夢の実現に向けてみんなで
がんばっていきましょう。

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）

Delta Darwin（デルタ ダルウィン）さん
インドネシア・日本東京国際学院卒

TCA入学式



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- ID：jikeicom

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

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

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

札幌ミュージック&ダンス・放送専門学校
〒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

（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）

（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）


