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コロナのため、母国で１年間休学し入国待機をしてくれていた、ショウさんに
お話を聞きました。
「コロナの中での１年間はとても長い時間でした。
もし今年も日本に入国出来なかったら、留学を諦めようと思ったこともあり
ました。
しかし、日本に留学することが幼い頃からの私の夢でしたので、留学を諦め
ることはできませんでした。休学中はアルバイトをしてお金を貯めて、留学
を目指して日本語の勉強を一生懸命していました。
その思いが叶い、今年無事に留学ができ、自分の夢を１つ叶えることができ
ました。本当に良かったです。入学式にも参加でき、先輩達の素晴らしいパフォーマンスを沢山の新
入生と一緒に見れたことも嬉しかったです。
入学して、先生も、クラスメイトのみんなも、優しく接してくれて、毎日が楽しいです。今は、学校の授
業に専念して、動物のトレーナーを目指して頑張ってます。
私は将来、アザラシのトレーナーになって、母国の人たちにアザラシの魅力を伝えたいと思ってい
ます。学校で学んだ技術を持ち帰って、いつか台湾で日本のようなステキなパフォーマンスをする
のが私の夢です。
その夢を叶えるためにも、日本人の友達に負けないような成績を取れるよう勉強も頑張りた
いです！」

蔣 宣静（ショウ ギセイ）さん
中国（台湾）／国立宣蘭大学卒

幼い頃からの夢がやっと１つ叶いました！
TCA東京ECO動物海洋専門学校
ドルフィントレーナー専攻 （1年生）

リュウさんは、コロナ禍の中一日
も早く日本に留学したいという気
持ちを強く持ちながら、マレーシ
アで１年間休学し、２年目はオンラ
イン授業を受講しながら２年間入
国待機をしてくれていました。「正
直、待機中は本当に日本に留学で
きるのか不安がたくさんありまし
たが、諦めずに毎日オンライン授
業を頑張っていました。やっと夢が
叶い日本へ来れた時は、本当にう
れしかったです。これからのTCAでの学校生活が楽しみです！」
と意気込みを語ってくれました。
2022年4月12日に滋慶学園COMグループ東京９校の合同入
学式が行われ、リュウさんも沢山の学生と一緒に参加してくれ
ました。それぞれの母国で入国待機してくれていたたくさんの
学生さんと一緒に“第一回目の授業”を心から楽しんでいただ
けたようです。
これからの留学生活が充実し将来の夢が叶うよう応援しています。

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（2年生）

LAW YI（リュウ イ）さん
マレーシア／帝京マレーシア日本語学院卒

１年間の休学と１年間のオンライン授業を
乗り越え、待望した留学生活をスタート！

甲陽からバークリーへ。そして世界へと。
彼の夢は大きく果てしなく続いています

リュウさん

1年休学してついに日本留学できた
デニーさん。入国できるまでの間オ
ンライン茶話会にも参加し留学への
モチベーションを維持されました。
何年も待つ気合で日本入国を待っ
ていたので留学生活の始まりにワク
ワクされています。母国のマレーシ
アに比べると日本は非常に便利とき
ちんとしていること。特に驚いたの
は光熱費などがコンビニで支払える

事だそうです。
交通機関についてマレーシアの移動方法はほとんど車ですが、
日本は自転車での移動方法もあって、カルチャーショックだった
ようです。
学校でもクラスメイトの出来上がった作品を見るのはとても良
い刺激になっていて、「皆さんのアイデアを参考することによっ
て、私の成長につながる」と真剣な面持ちで話してくれました。

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
コミックイラスト＆マンガ （1年生）

MUHAMMAD DANNIE SYAFIQ BIN MOHD JAMIL
（ムハマド デニー シャフィク ビン ムハンマド ジャミル）さん
マレーシア／帝京マレーシア日本語学院卒

待ち焦がれた憧れの日本での
留学生活の始まりにワクワク！

デニーさん
ショウさん

リンさん

神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校
バークリー留学（1年生）

約2年間コロナ感染拡大
で休学してから、ようやく
日本に入国できた林さん
の経験は凄く感動的でし
た。やっと入国できると
思った矢先、上海のロック
ダウンが始まり、また日本
に入国できなくなると思い
彼が取った行動は、ギター
1本と住まいの着替えだけ
を持ち危機一髪で上海から飛び立ちました！！
リンさんは四川音楽学院を卒業後、日本留学を目指
しながら会活動していました。YouTube、Bilibili、
TikTok(中国版)などにも配信し、ファンを多く持つ
ミュージシャンです。大好きな日本でJAZZを学ぶ
なら「神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校」と決めて
バークリー留学コースで学ばれ始めました。
甲陽からバークリーへ。そして世界へと。彼の夢は
大きく果てしなく続いています。

LIN SHUO（リン サク）さん
中国／四川音楽学院卒

コロナ禍でなかなか入国できず、不安でいっぱいの中、
国で待ち続けた留学生たちが無事に入国しました。
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とても楽しい第１回目の授業でした！学校長の先生方や来賓の
方々の祝辞にとても励ましてもらいました。また、先輩方のパ
フォーマンスを見て、どんどんやる気が出ています。将来は、動物
の専門知識と技術をしっかり身につけて、動物のためだけではな
く、動物が好きな人のためにも力になれる動物看護師になりたい
です。これからの学校生活では、まずはしっかりと勉強に集中した
いと改めて思いました。そして、たくさんの友達や先輩たち、先生
方と話をしてコミュニケーション力を上げていけるように頑張り
たいと思います。

入学式～新入生へインタビュー～

倪 昊垠（ゲイ ゴウギン）さん
中国／メロス言語学院卒

動物看護福祉＆理学療法専攻（1年生）

私の母国イタリアでは、入学式のようなものはありませんでし
た。私にとって初めての体験で、とても印象深い１日になりま
した。特に、イルカショーのプレゼンテーションやミュージカル
パフォーマンスはとても面白かったです。他にも色々な学校の
プレゼンテーションを見る事が出来て、とても楽しかったです！
これからは、将来たくさんの動物たちの命を助けられる動物看
護師になるために頑張りたいと思います。クラスメートや先生
たちとのコミュニケーションを深めるためにも、日本語の勉強
をもっともっと頑張りたいです。

GAUDIO CHIARA（ガウディオ キアラ）さん
イタリア／東京ギャラクシー日本語学校卒

入学式は日本でもすごく大切な式です。日本人の学生
だけではなく、留学生の私も参加をしました。すごく楽し
かったです。学校長のお話しも、先輩達の発表もすごく
て感動しました。これから一生懸命努力をして、向上心
を持って取り組んで、一日でも早く知識を身に着け、沢
山の人の役に立てるホテルマンになれる様に頑張りた
いです。

入学式は第１回目の授業
TCA東京ECO動物海洋専門学校

東京ホテル・ウェディング＆IR専門学校
ホテルマネジメント・グローバルコース（1年生）

蕭 暐捷（ショウ イショウ）さん
中国（台湾）／東洋言語学院卒

感動した入学式

ショウさん▶

ファンさん▶

左ゲイゴウキンさん・真ん中ショウギセイさん・右キアラさん

4月12日(火)東京国際フォーラムにて、滋慶学園COMグループ東京地区の入学式が開催されました。インタビューに答えてくれたのは、
ゲームクリエイターを目指すマイケルさん。「入学式ではTECH.C.の先輩のプレゼンテーションに、本当に感動しました。たった1年違うだ
けの2年生の先輩があの大舞台で堂々とプレゼンテーションをする姿は、とても刺激になり、自分もあんな風に出来るようになりたいとモ
チベーションが上がりました。私はCGを勉強して、日本でクオリティの高いVRゲームを作りたいと思っています。この目標を達成するため
に、4年間本気で勉強します。」と希望に満ち溢れた眼差しで語ってくれたマイケルさん。これからの活躍に期待しています！

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
スーパーゲームクリエイター （1年生）

MICHAEL KURNIAWAN（マイケルクルニアワン）さん
インドネシア共和国／JET日本語学校卒

先輩の姿に、未来の自分を重ねた入学式

マイケルさん

2022年4月21日、関西地区合同の入学式が行われ、10ヵ国35名の留学生が
入学されました。コロナの影響で1年・2年と入国できずオンライン授業を受講
されていた学生さんや、休学して待っていた学生さん達がやっと入国でき、入
学式に参加！雨なんてなんでもないと満面の笑みでピース！！
「一般的な入学式のイメージと違って、こんな面白くて楽しい入学式があるな
んて想像もしなかった！」と素晴らしい第1回目の授業が経験できたようです。

OCA大阪デザイン＆テクノロジー専門学校　アニメーション（1年生）　
大阪キャリナリー製菓調理専門学校　食＆マネジメント科（1年生）

2022年度関西地区入学式『日本に入国！入学式！！最高！！！』

新入生（ジョンさん、シンさん、チュウさん、イサラさん、ビビさん）▶

入学式に参加し、とても特別な経験ができたと思っています。
会場の大きさ、先生の人数の多さにはとても驚きました。ま
た、特に第二部の授業が印象に残っています。どのパフォーマンスも素晴らしかったです。
そして、パフォーマンスから、それぞれ自分の仕事に誇りを持っていることや楽しんで仕事
をしていることが感じ取れました。私は、FCTOKYOでの3年間で、自分の長所を見つけ、
長所を活かした役者になりたいと思っています。そのために、日頃の授業を大切にし、演技
に加えて歌やダンス、言語などの必要なスキルを身につけたいです。これからもこの夢を
大切にし、夢を夢のままにしないために出来ることは、全て取り組んでいきたいです。

東京俳優・映画&放送専門学校
映画俳優科　総合俳優専攻 （1年生）

黄 靖亭（ファン チンティン）さん
中国（台湾）／平鎮高等学校卒

入学式に出席して
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在校生の活躍

入国後に担任の先生から賞状を貰いました！

東京コミュニケーションアート専門学校　
VFX･CG･映像マスターコース（2年生）

１年間の日本語の学びの集大成として、2月5日
we are TCA内にて『日本語スピーチコンステ
ト』を実施しました。日本語コミュニケーション
の授業内で学んできた成果としてクラス内選抜を実施。選ばれた６名が幕張メッセ
会場でスピーチを行いました。中でもコロナの影響で入国できず台湾で１年間オン
ライン授業で参加していた、ゴリョウケンさんは努力の末、第二位の優秀賞を受賞し
ました。無事に今月日本へ入国することができ、留学生活をスタートさせています。
「今回のコンテストでは、オンラインでスピーチした学生が私しかいませんでした。
審査員が見えないので、楽だと思いましたが、見えないからこそ、みんなの表情や
反応が見えず、伝わってるかどうかわからなくて、逆に緊張感を覚えましたが、うまく
伝えられてよかったです。これからも日本語でプレゼンテーションする機会が多いと
思うので、役に立つ経験となりました。」

呉 亮諠（ゴ リョウケン）さん
中国（台湾）／早稲田大学本庄高等学院卒

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校
e-sportsマネジメント専攻（3年生）

2月5日にオンラインにて開催した「卒
業・進級制作展 We are  TECH.C .
FUKUOKA e-sports 2022」にて、
e-sportsマネジメント専攻の学生を中
心に企業様や高校生の保護者様向けに
e-sports業界＆ビジネス説明会を実施
しました。「e-sportsとは何か？」につい
てe-sportsを使ったビジネス展開や
e-sportsの魅力について説明をする
なかで、プレゼンテーションに使用する
パワーポイントや資料の作成、また動画
制作などに主要メンバーとして取り組
みました。クラスメイトと協力して一つ
のものを作り上げる楽しさや大変さを
感じることができた貴重な経験となり
ました。

刘 中杰（リュウ チュウ ケツ）さん
中国／FLA学院卒

2022日本語スピーチコンテスト
オンライン参加で第２位入賞！

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
音楽プロデューサー専攻（研究科）

イー・エー・ユー株式会社様からの課題で、アーティスト伊織もえさんへの楽曲提
供を行いました。今回はAIを活用した楽曲制作となり、作曲、アレンジ、ミックスを
すべて担当しました。ストリングスの生音を使用する為、中国の音楽スタジオに録
音を発注したりもしました。チームでの楽曲制作はとにかく楽しく、メンバーと意
見交換ができると自分一人でするより客観視できますし、自分の癖に気づくこと
もできます。TSMでは企業からの楽曲制作課題に挑戦できるので、自曲が企業に
採用されるチャンスがあったり、多様なジャンルの楽曲発注を受けて表現の幅が
広がったりしました。TSMでの授業や出逢いは全て大事です。目標はシンガーソ
ングライターとして、作曲家として日本で仕事をすることです。

張 成岳（チョウ セイガク）さん
中国／和陽日本語学院卒

ルイエさん

大阪スクールオブミュージック専門学校
スーパーライブ＆コンサートクリエーター（1年生）

フランスからの留学生ルイエ ウゴ フィリップ ウィ
リアムさんは来日時から、動画編集やコンサートス
タッフを学びたいとOSMに入学するために、2年間日本語を一生懸命学ばれまし
た。
そして、今春OSM　4年制学科のスーパーライブ＆コンサートクリエーターコース
に入学！と同時に、「コンサート運営会社 ONE to ONE」との連携プログラム『ワー
キングスタディ』を活用し、授業以外にコンサート現場でお仕事をしながら勉強され
ています。
日本のアイドルグループが大好きなこともあり、コンサート現場は凄く楽しく、益々
エンターテイメント業界に魅了されている毎日を過ごされています。

ROUILLE HUGO PHILIPPE WILLIAM
（ルイエ　ウゴ　フィリップ　ウィリアム）さん
フランス／関西外語専門学校卒

～OSM産学連携プログラム「ワーキングスタディ」～
コンサート現場と学校を両立し、充実した学園生活を過ごしています。

校内で行われた表彰式の様子

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（2年生）

TCAが在る江戸川区は花の名所として有名です。その魅力を発信してほしいと、えどがわ環境財団様から、
「花の名所PRポスター制作」企業プロジェクトを頂き、コミックイラスト専攻２年　ナム　ジュンインくんが花
菖蒲部門で採用されました。採用されたポスターは区内主要駅や区民施設等に掲示される予定です。採用さ
れたナムくんに感想を聞いてみました。「TCAで"花の名所"のポスターを製作する企画を頂いた時、「自分が
このポスターを見たら（花の祭りに）必ず行きたい!」という気持ちで製作に臨みました。
アドビのイラストレーターというソフトを使い始めたばかりでいろいろと苦戦しましたが、良い先生と質の高い授業のおかげで順調に進みました。自分としては菖蒲という花
について色々と調べてみて、似合う色とレイアウトを考えてバランスが良いデザインに見えるように工夫しながら製作しました。今回のポスター製作を通じてデザイン感覚
を育てることができ、凄く良い経験になりました。」

NAM JUNG IN（ナム ジュンイン）さん
韓国／韓国・聖光高等学校卒

えどがわ環境財団様企業プロジェクト 「花の名所PRポスター制作」採用！

「e-sportsとは何か？」
企業様保護者様向け説明会 AIを活用し実際のアーティストに楽曲提供

リュウさん　卒業・進級制作展当日の様子 チョウさん　チームでの楽曲制作は楽しいです

採用されたナムくんのポスター
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就職情報

TCA東京ECO動物海洋専門学校
動物園・動物飼育専攻（卒業生）

私は、主に日本の在来種木曽馬の飼育、乗馬体験の案
内やお手伝いをしています。また、日本の伝統馬上弓
くらべからうまれた、馬の背に跨り弓で的を射る「ス
ポーツ流鏑馬」のアドバイザーも行っています。最初
は分からない事だらけで不安でしたが、職場の皆さん
が丁寧に教えてくれたので今はとても楽しく働いてい
ます！学校で学んだ馬学やクラフトワークの知識や技
術を仕事で活かす事が出来て、凄く良かったと思って
います。日本の馬と文化を海外に広げる為、コロナが
落ち着いたら海外からの観光客を私が案内できるように頑張っています。
皆さんも不安な事はあると思いますが、自分に挑戦して一歩前に踏み出して頑張って下
さい！Just do it!

就職先：サドルバック牧場（職種：乗馬スタッフ）

CHUA CYNTHIA（チュア シンシア）さん
マレーシア／メロス言語学院卒

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（3年生）

昨年TCAコミックイラスト専攻の学生たちが
取り組んだ、カバー株式会社様からの企業課
題「ホロライブ＆ホロスターズ　Vtuberキャ
ラクター制作」で入賞し、そのまま就職内定を
掴んだ留学生をご紹介します。2022年度留
学生内定者第一号です！香港出身のトウさんはもともとVtuberの業界に関心を持
ち、１年次は独学でフリーソフトから学び、２年次はLive 2Dの授業でLive 2Dモー
ションを学びました。今回のプロジェクトは別の課題もやりながらだったので大変な
スケジュールの中、試行錯誤しながら作品制作に臨んだそうです。「今までにない作
品・自分らしさを取り入れた作品を心掛け、制作をしました。普段自分が好んで使う
作風から企業様が求める社風を研究し、作品に反映させました。受賞することがで
き、とてもうれしいです。７月からインターンが始まるので、楽しみにしています。」と
ても明るく周囲に元気を分けてくれるトウさんの今後の活躍がとても楽しみです。

就職先：カバー株式会社（職種：2Dデザイナー）

鄧 羲雯 （トウ ギマン）さん
中国（香港）／システム桐葉外語卒

牧場での様子①

牧場での様子②

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
カフェ総合（卒業生）

日本文化や食文化に興味を持ち、将来自分のお店を
経営するためには日本のホスピタリティと技術の必要
性を感じ、夢を叶えるために留学しました。
日本語学校を卒業後、将来お客様の心理を読むこと
が出来る経営者を目指したくて、心理学の重要性を感
じ大学で心理学を学びました。そして、当初の目的で
あるカフェとShop経営を学べる大阪キャリナリー製菓調理専門学校に入学しまし
た。廻り道に思われるかもしれませんが、この経験が生かされ就職内定に繋がった
と思っています。
理想とするカフェShopは、人間関係の繋がりや人が社会の中でリラックスできる憩
いの場所になることです。食の分野での就労ビザが難しいことを知りながらも、特
定活動ビザを取得し、夢を追いかけた時間を無駄にはしません。

就職先：島永果実販売株式会社（職種：カフェ・バリスタ）

廖 浩然（リョウ コウゼン）さん
中国（香港）／大阪YMCA学院日本語学科卒

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
CG映像クリエイター（卒業生）

私が惚れた映画「ハリーポッター」や「アナと雪の女王」の中に表現された技術はCGグ
ラフィックだということがわかりました。その技術力を学んで映画を作って表現し、誰か
に感動を与える人になりたいと思ったことがこの業界を目指すきっかけでした。その技
術を学べる学校を探していたところ日本語学校の紹介で見学をして、授業を教えてく
ださった先生と、学校の案内をしてくれた先輩が親切で、良い雰囲気で勉強できると
思ってTECH.C.に入学しました。1年次では、デッサン授業の課題として毎週クロッキー
を描きながら形態力や観察力をアップしました。2年次以降で「CGプロジェクト」を通じ
てチームで作業を完成させながら、様々な技術を学び、コミュニケーションの重要性も
学ぶことが出来ました。日本で就職するため卒業までにJLPT N1を取る努力や、会社
にいつでも見せられるようにポートフォリオを用意しました。努力のかいがあり、希望す
る職種の会社に入ることができました。これからもずっとやりたいことに挑戦しながら、
楽しく幸せに仕事をして人に感動を与える人になりたいです。

就職先：Kaikai Kiki Animation Studio PONCOTAN Nakano
（職種：CGアニメーター）

KWON HEE JIN（グォン ヒジン）さん
韓国／ミツミネキャリアアカデミー日本語コース卒

リョウさん

日本と海外の架け橋になりたい。夢を追いかけた時間を無駄にはしない！！

楽しく幸せに仕事をする人になる！ 2022年度留学生内定第一号！　
大人気企業カバー株式会社へ内定。

トウさんらしさあふれる自作と一緒に

グォンヒジンさん

特別講義
OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
e-sports科　プロゲーマー専攻（1年生）

ゲーミングデバイスブランドのAOCは、2019年～2021年の100～144Hzゲーミング液晶モニター部門で世界シェア3年連続1位を
達成されている企業です。今回は、AOCの営業部主任 川口様より、e-sports科の1年生を対象に特別講義を実施いただきました。
今回の特別講義では、「e-sports業界で活躍するには？？」というお題でお話いただき、「一緒に働きたい人とは？」「将来活躍する為に、
学生のうちにできることは？」など、社会人に必要なマナーなどを、みんなで考える場となりました。
また、特別講義の後半では、「ゲーミングデバイス基礎知識」を教えていただきました。留学生のキョウくんは、「今回の特別講義で、ゲー
ミングPCやデバイスの基礎知識を更に学ぶことが出来ました」と喜んでいました。今後も積極的に挑戦し、たくさんのことを学んでほしいと思います。

姜 茂森（キョウ シゲシン）さん　中国／ＪＩＮ東京日本語学校　大阪校卒

特別講義受講中の様子

ゲーミングデバイスブランドAOC 特別講義
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就職先：株式会社Ｄ・Ａ・Ｇ（職種：３DCGデザイナー）

卒業生の活躍

ワンさん

大阪スクールオブミュージック専門学校　
作曲・編曲　映画音楽（卒業生）

日本の専門学校で作曲を学んで良かったこと
昨今、ネット情報やyoutubeで作曲を自学する人が多いですが、学校では、制作現
場を経験し、コミュニケーション能力を高めることができます。現在、卒業してから１
０年以上経って、同級生や学校の先生方とに一緒に仕事をしていることに感謝し宝
物だと感じています。
日本で作曲の仕事に携わって良かったこと
アニメ、ゲームの先進国日本で、その音楽ジャンルの作曲教本やDTM最新情報な
どはアジアの中で一番充実していて、劇伴作曲家を目指している自分にとって、本
当に日本を選んでよかったと思っています。環境的には競争は激しいのも事実です
が、各領域の優秀なクリエイターに出会うことで、面白いハイクオリティ作品を目指
すこともできます。近年VRコンテンツが発展している中で、自分もその制作の仕事
に携わることになりとてもやりがいを感じています。
日本で作曲の講師を通して感じたこと
卒業してから特に感じたことは、「学校はどんな失敗をしても許される場所」です。正
直、自分がまだ学生でしたらもっと勉強したい、もっとチャレンジしたいことがたくさ
んあります。今学校
で、自力で問題解決で
きるように指導してい
ます。担当している
「劇伴音楽制作ゼミ」
という授業は、音楽の
作り方だけではなく、
より共感しやすい作品
を目指しています。
まだ講師歴が4年と浅
いですが、いつか卒業
生が学校に戻ってき
て、同じ音楽制作人の
言葉で交わすことが
できたら、すごく幸せ
だと思います。

王 翕慈（ワン シ－ツ）さん
中国（台湾）／関西外語専門学校 日本語学科卒

ゴさん

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
CGクリエーター（卒業生）

卒業後、CG制作会社に就職。そこで
VFXディレクターとしてのキャリアを
積み、『Spade&Co』に転職。ハリウッ
ドを目指した時期もありましたが、日本
で頑張ることを決め、現在は映画を中
心にドラマやCM・PVなどのハイエン
ドなVFX制作会社でVFXディレクター
に転職しました。現実に撮れないもの
をVFXで実現できるという魅力に取り
つかれ、好きな仕事をしている幸せと
喜びは何事にも勝ります。昨年末に京
都の松竹撮影所で制作した映画もそ
ろそろ発表されると思います。エンド
ロールに自分の名前が出るという達成
感は苦労など全て吹き飛びます。皆さ
んにも好きなことを仕事にし、生きて
いる実感と達成感を味わって頂く人生
を過ごしてもらいたいですね。

呉 岳（ゴ ガク）さん
中国／日中語学専門学校卒

7月15日公開の映画『キングダム2 遥かなる大地へ』では、
中国ユニットのオンセットスーパーバイザーを務める

ハンさん

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（卒業生）

株式会社Ｄ・Ａ・Ｇ様に内定を頂き、春から日本で
の社会人生活を始めたハンくんから素敵なお知ら
せが届きました。３ＤＣＧデザイナーとして就労ビ
ザを申請し、見事５年間の許可がおりました。留学
ビザからの変更で５年下りたのは近年稀にみる快
挙です。「友達とか会社の同期に話を聞いてみると、5年の期間付与された人はいな
くて、長くもらえた事に気づきました。同じ会社でももらったビザの年数が違ったの
を見ると、目標に向かって学業を充実させたことは無駄ではなかったなぁ。と思い、自
分を誇らしく感じながら社会人生活をスタート出来ている事に満足しています。
仕事にはまだ入らず、研修課題をやっていますが、やっていることも一応専門職な
ので全然違うこ
とではなく、学ん
だことの延長線
になってるので
順調に進んでい
ます。周りの上司
や先輩たちとす
ぐ仲良くなれる
環境の会社なの
で、すぐ慣れて
早く出勤したい
気持ちで過ごし
ています。」と素
敵なメッセ―ジ
を頂きました！今
後の活躍が楽し
みです。

HAN SEONGMIN（ハン ソンミン）さん
韓国／韓国・Hwagok高校卒

クラスメイトとは国籍問わずみんな仲良し

就労ビザ５年おり、
ＣＧデザイナーとしての活躍に期待！

ライさん

Dyverse Studio社長/Sound Colour音楽プロデューサーとして台湾で音楽
Studioを立ち上げました。傍ら、国立清華大学「ディジタルミュージック応用」講師
も務め、Ensemble Music Centerでは「ｊPOP流行音楽」編曲講師としても教え
ています日本の音楽を台湾でもっと広げたくて人材育成にも力を注いでいます。

帰国してすぐに台湾のCM曲やバン
ド曲などの制作に携わることが出来
たのは、やはり日本留学をした経験
があったからだと、とても嬉しい言葉
を頂きました。代表作品にはソニー
BRAVIA MASTERシリーズCM曲、
2017上海china joyテーマ曲の編
曲などがあり、帰国後も音楽業界で
活躍しながら、次世代の育成に携わ
る卒業生がいることをとても嬉しく
誇りに思います。益々の活躍を期待
しています。

賴 彥合（ライイェンホウ）さん
中国（台湾）／東呉大学卒

音楽プロダクション代表の傍ら、日本の音楽をもっと台湾
に広めたいと人材育成にも携わっています♪♪

映画・CM・ゲーム音楽など劇伴作曲家として日本で活動。姉妹
校のTSM渋谷で「劇伴音楽制作ゼミ」の講師もされています。

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校
プロミュージシャンキーボード（卒業生）
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（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月福岡ウェデイング＆ホテル・IR
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-tech.ac.jp
https://kyoto-tech.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

京都

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

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

福岡ホテル・観光＆ウェデイング専門学校
〒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

東京ホテル・観光＆ホスピタリティ専門学校
〒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＆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

大阪ホテル・観光＆ウエディング専門学校

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）

（2023年4月　　　　　　　
　　　　　　より校名変更予定）

（2023年4月大阪ウェディング＆
ホテル・IR専門学校より校名変更予定）

（2023年４月東京ウェディング＆ホテル・IR専門学校より校名変更予定）

（2023年4月　　　　　　　　　　　　　　より校名変更予定）


