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TCA日本語スピーチコンテストを実施しました。1年生の部は日本語授業内で148名の中から24
名を選出。進級生は有志5名が参加し、計29名で催されました。1年生の部で優勝したコ シンカイ
さんにお話を伺いました。
Q：準備は大変でしたか？
A：「緊張しない」ことが大変でしたね。自信をつけるため、原稿作成と発表練習に力を入れました。
原稿は日本語授業の先生以外にも、留学生担当の先生にも見てもらいました。発表練習は自宅で
も20回以上やりましたね。本番では緊張しないよ
うにしましたが、やはり緊張しました（笑）
Q：優勝した感想をお願いします。
A：とても嬉しいです。表情には出しませんでした
が、1位に名前が出たときは心臓がはちきれそう
なぐらいドキドキしていました。自信と勇気も身に
つけることができたので、参加してとてもよかった
です。

東京コミュニケーションアート専門学校
ノベル＆シナリオ専攻（1年生）

顧 宸鍇（コ シンカイ）さん
中国／メロス言語学院卒

TCA留学生日本語スピーチコンテストを実施しました！

参加者全員で記念写真！ 優勝したコさんのスピーチ

授与式に参加してきました！ひとりずつ証書を頂き、日本語で喜びのスピーチを行いました！

VARIPHUN PATINYA（ワーリパン パティンヤー）さん
タイ／ＩＳＩランゲージスクール 高田馬場校卒

東京コミュニケーションアート専門学校
３DCGクリエーター専攻（2年生）

VOL.29
I N D E X

P.1
・学校イベント

P.3
・卒業式

P.2
・就職内定者
・卒業生の活躍

P.4
・入学式

CAMPUS REPORT
TODAY留学生

滋慶学園

COM

滋慶国際交流COM
共立財団奨学金に
TCAの学生が採用されました！

一般財団法人共立国際交流奨学財団の奨学金にワーリパンさんが採用されまし
た。ワーリパンさんが採用された奨学金は、共立財団様より毎月10万円が２年間支
給されます。専門学校採用人数が少ない中で選ばれたことは快挙です！これに伴

い、2021年4月1日に東京ガーデンパレスにて奨学金授与式が行われ、留学生サポートセンターの中野先生とワーリパンさんが出席しました。
授与式に参加したワーリパンさんは、奨学金授与証を受け取り、参加者の前で決意表明しました。「スピーチの時は緊張で頭が真っ白になりま
したが、とてもいい経験になりました。マイクの前で日本語で話すのはやはり緊張します。今回
の奨学金はアルバイトの着替えをしている時にTCAの先生から連絡があり知りました。日本で
の就職を視野に考えていたので、アルバイト時間を減らし、学業に専念できるのがうれしいで
す。コロナが落ち着いたら、日本国内を旅行してみたいという考えがあります。」と語ってくれま
した。１年次の学業と出席率、また応募書類が評価されての採用となりました。卒業まで奨学金
の受給が約束されています。ワーリパンくんの今後の活躍が楽しみです！

https://youtu.be/OnSV56BcfZQ
※7:31からワーリパンくんです。

◆共立国際交流奨学財団奨学金
　３DCG１年　ワーリパン パンティヤーさん　　月１０万円×２年間 の採用
 ※専門学校枠では５名のみの採用のうち、TCAは滋慶学園唯一の採用となりました。
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台湾で全くパティシエのことがわからず、大阪キャリ
ナリーに入学を決心しましたが、一から勉強する決断
は正しかったと思います。
シェフたちは優しいし、色々な話しもしてくれるし、開
業の意見も教えてくださって、本当にたくさん知らな
かったことを勉強しました！
また、開業することは絶対その国・地域の人々の習慣
や、自分がどこまでできるのかなどきちんと計画して
行動に移すことが大事です！
最後に、「常常學習新知識（常に新しい知識を学んで
くださいね！！）」
そして、何をするにも体調管理はとても大切です！後
輩のみなさん頑張ってね！

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
パティシエコース（卒業生）

詹 媛婷（セン エンテイ）さん
台湾／関西外語専門学校卒

台湾に帰国後パティスリーを開業

店名：MADAM Lemon（職種：パティシエ）

日本の製菓を学ぶために留学し、大阪キャリナ
リー製菓調理専門学校に入学しました。製菓に
関する仕事が大好きでそれしか考えられなかっ
た私は、日本で就労ビザの取得が難しいのでイ
ンドネシアに帰国しました。現在、「PAPILLON 
D’OR」というオンラインケーキ屋を開業しなが
ら、ZOOMを通じて製菓教師もしています。
それだけではなく、インドネシアで有名な食品
会社「Dezaan Cocoa」「The Gourmet」
「Ranch Market」3社の商品開発やレシピや
研究なども手掛けています。
その実績が認められ「Okuzono Japanese 
Dining」とのコラボレーションでデザートも開
発し、販売しています。日本で学んだ技術を生か
し充実した毎日を送っていますが、機会があれ
ば更なる磨きをかけるために、日本での活動も
視野に入れています。

2021年3月マンガ専攻卒業
生のコさんが東京出入国管
理局より今までの活動が認
められ、１年の芸術ビザを取
得しました。芸術ビザの取得
は在学中の活動状況が大き
なポイントとなるため、卒業
後すぐのビザ取得はＴＣＡと
しては開校以来初の快挙で
す！「アーティストVISAが無
事取得でき、本当に安心しま
した。申請中、学校の先生と
出版社の方々に大変助けられまして、ずっとVISA取得ができるか不安でした
が、意外とスムーズにクリアできました。今後は、この感謝の気持ちを忘れず
に、どんどん業界で活躍したいと思います！」とコウさんは話してくれました。連

載が決まり、今後ますま
すの活躍が期待されま
す。コさんの背中を追
いかけ、今後も卒業生
の芸術ビザ取得に向け
てサポートしていきま
す。

卒業生の活躍

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
パティシエコース（卒業生）

店名：PAPILLON D’OR（職種：パティシエ） 就職先：デビュー（職種：マンガ家）

YUNITANIDYA SUSANTI（ユニタニディヤ スサンティ）さん
インドネシア／大阪文化国際学校卒

パティシエとして個人オンラインショップを開業
製菓教師としても活躍

東京コミュニケーションアート専門学校
マンガ専攻（卒業生）

顧 航鳴（コ コウメイ）さん
中国／国書日本語学校 小豆沢校舎卒

マンガ家として
芸術ビザを取得しました！

マンガ家としての仕事の様子

在学中はJESC努力賞を受賞
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クラスメイトとの最後の思い出を大切に堂々と立派に卒業生代表を務めたヨウさんは、『入学から卒業まで努力した日々
や楽しかった思い出が走馬灯のように思い出され、忘れられない卒業式になりました。この日を迎えられた嬉しさと寂し
さの反面この想い出を大切にこれからの自分の成長につなげていきたいです。』と心強い言葉を聞くことができました。
今年卒業した関西地区の留学生81名の皆さん、学園生活と日本の留学生活を良い経験として、それぞれの志を胸にこ
れからの人生を歩んで頂きたいと思います。私たちも皆さんを忘れません！！

東京地区卒業式

3月16日（火）に舞浜にあるシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルにて卒業式が行われました。コロナ禍ということもあり、感染対策をしっかりと行った上で、２回に分けての実
施となり、通常よりも時間を絞って行われました。
今年、謝恩会は実施出来ませんでしたが、各場所に分かれ担任の先生から卒業証書をもらい、仲間たちと簡単な写真撮影をするなど、ディスタンスを守りつつ卒業式を閉式すること
が出来ました。入学時、日本語の問題や友達作りなど心配していた学生も沢山の友達に囲まれて笑顔で卒業を迎えられとても嬉しそうでした。学生生活はみなさんにとって掛け替え
のない財産となります。日本という慣れない国で全力で学んだ経験や、プロの現場
で実際に仕事を経験できたことは、必ずこれからの皆さんの支えになるはずです。
日本に残って就職する学生、学校に残って「研究生」としてもう一年学業を続ける学
生、母国に帰って日本での経験と学びを活かして進んでいく学生など、それぞれ歩
む道は違いますが、学校はいつまでも皆さんのことを応援し続けます。学んだこと、
経験したことを活かして、それぞれの進路で輝かしい活躍をされることを祈ってい
ます。ご卒業、おめでとうございます。

TCAを今年卒業した留学生は106名です。３・４年間の集大
成の場として、式典内で講師・担任・スタッフ等に向けた謝
辞を学生代表として、コンピュータエンタテイメント科を代

表し、キムさんが担当しました。大
舞台での代表謝辞を終え、キムさ
んは「留学生の私にこんな大きな
仕事を任せていただき嬉しかった
です！卒業する前の大きな思い出になりました。この学校で最後ま
でやりきった！という気持ちと、もっと学校が好きになりました！」と
感想を述べてくれました。４月からは日本で社会人デビューします
ので今後のご活躍を期待しています。

韓国で動物系の短期大学を卒業した後、ソウル動物園でア
シカやアザラシなどの海獣類とオオカミやラクダなどの陸
上動物両方の飼育担当をしていました。仕事をしているう
ちにより海獣類に興味を持つようになり、韓国の先輩たち
の紹介もあってTCA ECOの説明会を聞いて入学を決め
ました。２年間ドルフィントレーナー専攻で同級生が気さくに話しかけてくれ、先生
と進路の相談をたくさんしました。他の専攻の留学生とホームパーティーをしたり

と、本当にあっというまでした。勉強してきた内容は、
韓国では絶対学べない内容で、韓国でも生かせる内
容ばかりでした。将来は日本の水族館就職を目指し
て、今は日本語の勉強にさらに励んでいます。日本
の水族館での就職実績を作って、留学生として夢を
掴んだところを後輩たちにみせたいです。

担任の先生と一緒に

◀ 前日のリハーサルの様子。何度も練習しました 

卒業式

向かって右側 ヨウさん卒業式の様子

卒業式

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（卒業生）

就職先：株式会社G2スタジオ（職種：UIデザイナー）

KIM CHAEEUN（キム チェウン）さん
韓国／東洋言語学院卒

代表で祝辞を披露！
感動の卒業式

康 秀賢（カン スヒョン）さん
韓国／東洋言語学院卒

２年間を振り返って
TCA東京ECO動物海洋専門学校
ドルフィントレーナー専攻（卒業生）

ソウル動物園飼育員時代

式典後 卒業式式典の様子卒業証書授与

2021年3月 全国各地で2020年度滋慶学園COMグループの卒業式、ならびに学位授与式が挙行され、
留学生は28の国と地域401名の卒業生が新たな門出を迎えました。

今年度の卒業式は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて規模を縮小し、学生、教職員の参加により行われました。
式典の様子はインターネットを通じてライブ配信され、ご家族を含む、多くの方にご覧いただきました。

楊 漢達（ヨウ ホンタツ）さん
マレーシア／帝京マレーシア日本語学院卒

関西地区卒業式

就職先：フォーシーズンズホテル京都（職種：ホテルスタッフ）

大阪ウェディング＆ホテル・IR専門学校
ホテルコース（卒業生）

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

TCA東京ECO動物海洋専門学校

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・俳優&舞台芸術専門学校

東京デザインテクノロジーセンター専門学校

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

東京コミュニケーションアート専門学校



2021/JUNE

滋慶国際交流 COM　TODAY 【4】

ヨゲーソンさん

ショウさん

4月15日(木)に国際フォーラムで行われた入学式にて、
ホンさんが、新入生に向けてプレゼンテーションを行い
ました。プレゼンテーション内容は、企業プロジェクトで
制作をしたメカアニメーション作品についてです。ホン
さんにプレゼンテーションの感想を伺いました。
「当日新入生の前に登壇をすると、私自身の入学式を思
い出しました。アニメーション専攻の学生が入学式でプ
レゼンテーションをするのは初めてだと聞いて、緊張よ
りも新入生にしっかり自分たちの取り組みが伝わるよう
に頑張ろうという気持ちが大きかったです。

制作したメカアニメーションのタイトルは「太刀語」です。私
は監督としてこの作品に携わりました。監督という最終決定
権のある仕事にプレッシャーも感じましたが、映像制作を担
当する同じ学校の学生だけでなく、音声を担当してくれた
姉妹校の学生の皆さんともコミュニケーションをとること
ができ、声優さんたちの動きも理解することができました。
この会場のどこかでアニメーション専攻の新入生が見てい
ると思うと、見本になれるように頑張らないと、と改めて感
じました。自分の今までの学校生活を振り返ると、大変なこ
とも多かったですが、今回この作品を作り上げて入学式で
プレゼンテーションができたことは、今まで本気で頑張って
きた結果だと思います。
「プロになったら失敗はできないから、学生のうちにいっぱ
い失敗して欲しい。失敗から沢山学んで欲しい。」これは私
が講師の先生からいただいた言葉です。この言葉を新入生
の皆さんにもお贈りしたいです。これからTCAで一緒に頑
張っていきましょう。」

入学式は初めて参加しましたが
本当に感動しました。先輩方の
プレゼンテーションを見たら
「努力に努力を重ねれば私もで
きる！」と少し自信がつきまし
た。これからの3年間一生懸命
頑張ろうと思います。私の将来
の夢はリハビリができる動物看
護師を目指しています。言葉が
話せないペットの健康を理解
し、飼い主の気持ちにも寄り添
う動物看護師になりたいです。
動物看護の知識がプロの講師
の方から学べることはもちろん
ですが、充実した設備の中で実
習ができること、提携企業の現
場で実際の仕事が学べること
に大変魅力を感じて学校を選
びました。学校のオーナー犬制
度があるので、飼い主の方との
コミュニケーションを取ること
も学べるので今から楽しみで
す。仲間と一緒に充実した学校生活にしたいと思っています。

滋慶学園COMグループ関西地区入学式が第一回目の授業として大阪
城ホールにて4月20日に開催されました。
関西地区では、11ヶ国からの留学生が入学されました。コロナ禍の中
での開催でしたが、「オンラインで参加しなくて良かった、会場で参加し
て一生忘れられない感動と思い出になりました！！」と満面の笑顔でした。

今年度は感染症対策を万全にした上で新入生のみの来場参加、保護者の
方はオンラインでのライブ配信をご観覧いただく形式となりました。入学
式は式典と、在校生による
プレゼンテーションや卒業
生からのサプライズライブ
の二部式。新入生として入
学式に出席したオウ エキ
ギョウさんは、音楽やダンス
のステージ演出に圧倒さ
れ、感動したそうです。オウ
さん は 中 学 生 の 頃 から
J-POPが好きで、日本の音
楽業界で働きたく、プロダク
ションなどの業界や企業と
強い連携があるTSMへの
入学を決めたそうです。将
来はマネージャーとして活
躍しつつ、業界とのコネク
ションを活かし自身の楽曲
も世に送り出すのが目標で
す。

入学式の様子

学生作品「太刀語」のポスター

入学式でプレゼンするホンさん

今日は現場実習の授業に
参加するところです

入学式

HONG DODAM（ホン ドダム）さん
韓国／啓聖(ケソン)高等学校卒

入学式会場で堂々の
学生プレゼンテーション！

康 子軒（コウ シケン）さん
中国／インターカルト日本語学校卒

努力に努力を重ねれば
私もできる！

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（2年生）

TCA東京ECO動物海洋専門学校
動物看護福祉＆理学療法専攻（1年生）

2021年度大阪城ホールにて
感動の入学式

王 亦尭（オウ エキギョウ）さん
中国／専門学校穴吹ビジネスカレッジ日本語学科卒

圧倒的な舞台演出に
感動した入学式

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
マネージャー専攻（1年生）

鐘 佩柔（ショウ ハイジュウ）さん
台湾／京都文化日本語学校卒

YOGEESON（ヨゲーソン）さん
インドネシア／日本語センター卒

ショウさん

ヨゲーソンさん

大阪ウェディング＆ホテル・IR専門学校
ブライダル総合コース（1年生）

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（1年生）
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カカオトーク http://qr.kakao.com/talk/uACNcLLPpyfvjMsNaxxstNjDQVA- ID：jikeicom

（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）

（2022年4月名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校
より校名変更予定）

（2022年4月仙台カフェ・
パティシエ＆調理専門学校
より校名変更予定）

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

仙台農業テック＆カフェ・パティシエ専門学校
〒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

名古屋農業園芸・食テクノロジー専門学校
〒460-0008 名古屋市中区栄2-15-43
　 0120-532-758  Email:ncainfo@nca.ac.jp
https://www.n-culinary.ac.jp

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.nca.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

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

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

東京ダンス・俳優&舞台芸術専門学校

東京俳優・映画＆放送専門学校

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

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

大阪キャリナリー製菓調理専門学校

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

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

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月東京ダンス&アク
ターズ専門学校より校名変更予定）

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）




