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選抜された自分の作品と一緒に！

東京コミュニケーションアート専門学校　
コミックイラストマスター（1年生）

金の卵展とは７月27日（水）
から8月24日（水）の期間中
に開催している、マンガ・イ
ラストを仕事にしたいと業界
を目指す学生にとっては大
きなチャンスとなる作品展
示会です。出版社や編集社、
保護者や一般の方をお招き
し、たくさんの方に作品を見
ていただける機会となりま
す。今回は入学後わずか４ヵ
月で1年生ながら金の卵展
デビューを果たしているカ
さんにお話しを聞きました。
「この度は金の卵展に採用
されてとても嬉しかったです。普段と違った描き方とテーマに挑戦
し、自分にとって新しいイラストを完成させました。金の卵展で他の
学生たちの素敵なイラストを拝見し、大変勉強になりました。今後も
これまでと違うスタイルを試していきたいと思いますので、頑張りま
す。」非常に前向きな姿で作品作りに励むカさん。今後の活躍を期待
しています。

何 敏慧（カ ビンエ）さん
国・地域：中国／玉川国際学院卒

入学して４か月。
『金の卵展』に作品が掲載されました！

カクさん

スタッフキャスト全員写真

東京俳優・映画&放送専門学校
映画技術・制作専攻（2年生）

私は映像作品が好きで、日本に来るまでに撮影・編集を香港の専
門学校で学んでいました。日本の専門学校に来てからは、日本語
を毎日学んで、コミュニケーションもしっかり取れるようになって
きました。
中学生の頃より舞台が好きで、俳優を目指したこともありました。
この学校で舞台の撮影もされることを知って、1年生にもかかわら
ず3回も参加することができました。
当時、先輩が教えてくださった注意点を今回は私が後輩に伝えることができたと思います。しか
し、まだ反省点はありますので、次の公演ではもっと良い映像を撮れるよう頑張ります。これから
も卒業まで撮影に積極的に参加し技術を磨いていきます。

敦 正謙（カク セイケン）さん
国・地域：香港／東洋言語学院卒

入学して４か月。
『金の卵展』に作品が掲載されました！舞台制作の撮影スタッフとして参加しました！

テイさん

テイさんが手掛けたデザインが商品パッケージに

PH PARIS JAPON株式会社様が手掛ける、Made in ピエール・
エルメ＜クリスマス 2022＞が2022年11月12日に発売する、クリ
スマス限定マカロンBOXのデザインを、TCAイラストレーター専攻
2年のテイエンテンさんが手がけました。大正・昭和期に活躍した浮
世絵師、川瀬巴水による「芝大門之雪」をアレンジ。マカロンを袋に
詰めたサンタクロースとソリをひくトナカイの遊び心あふれる限定
パッケージとなっています。テイさんに選ばれた感想を聞きました。

「今度の作品に選ばれてとても嬉しく思います。デザインの新たな理解を得るきっかけとなりました。自分自身に挑戦
する機会を与えてくれたピエール・エルメ様に感謝したいと思います。創作から修正までの過程で、先生たちにすご
くサポートをもらいました。新たなインスピレーションや創作方法を
与えていただき、作品の完成度も新たなレベルに達しました。今後
も、学校のさまざまな活動に参加し、自分の可能性を探求し、もっと
高く創造的な可能性を見つけら
れるように努力して頑張ります！」

東京コミュニケーションアート専門学校　
イラストレーター （2年生）

郑 焱天（テイ エンテン）さん
国・地域：中国／アジア国際語学センター卒

企業名：PH PARIS JAPON株式会社

【学校イベント概要】
年に２回行われている舞台公演の撮影部
としての参加
今回は２年生・３年生の公演に参加に
なります。
2年生：「二百十日ものがたり」
3年生：「ウエストサイドストーリー」

『Made in ピエール・エルメ』の
クリスマス限定マカロンBOXを 
TCA在校生がデザイン！

『Made in ピエール・エルメ』の
クリスマス限定マカロンBOXを 
TCA在校生がデザイン！
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高校生と留学生の交流「イングリッシュキャンプ」開催。
「SDGｓ」についても話し合われ有意義で素敵な時間を過ごせました！！
高校生たちにネイテイブの英語に触れ合う機会を設けたいと高校の校長先生か
らのご提案で実現した高校生と留学生の『イングリッシュキャンプ』が、8月3日・
4日の2日間、大阪スクールオブミュージック専門学校で開催されました。
英語でのゲームや互いの文化紹介だけでなく、2015年国連総会で掲げられた
世界的開発目標「SDGｓ」の17目標についてもプレゼンテーションが行われまし
た。上位3つに選ばれた目標は、１貧困をなくそう。２飢餓をゼロに。３ジェンダー
平等。で、もっとより良い世界を創るために一人ひとりの意識が大事なことを改
めて学んだようで、言語だけでなく国際的視野も培われる素晴らしいプレゼン
テーションでした。
元々英語が苦手な高校生も、留学生達のフレンドリーな対応のおかげで「英会話は意外と楽しい」との声も聞こえ、
普段なかなか交流できない高校生と留学生にとって、忘れられない有意義で素敵な時間を過ごすことが出来ました。

国・地域：メキシコ ・ エチオピア ・ 台湾 ・ 香港 ・ マレーシア ・ インドネシア

プレゼンテーション

イングリッシュキャンプの様子

学校イベント

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）

コロナ禍を乗り越え、TCAに入学いただいた留学生のみなさんへウェルカムパーティを実施
しました。パーティは２部制。１部はグループ毎に分かれて、TCAのある江戸川区西葛西の街
をクイズラリー形式で探検。２部は浴衣の着付け体験を実施。入学後、専攻を越えての交流
の場として、有意義な時間を過ごすことができました。入学直前まで香港にいて、無事に入国

をできた、ソウさんに参加した感想を聞きました。
「自分は普段あまり一人で出かけない方なので、ウェルカム
パーティに参加して、葛西の色々なところに行けて楽しかっ
たです。他の専攻の留学生とも仲良くなることができ、参加
してよかったと思います。」コロナ禍でも留学生に楽しんでい
ただけるイベントができ、学校としても嬉しかったです。

荘 倚華（ソウ イカ）さん
国・地域：香港／香港中文大学専業進修学院卒

ようこそ！TCAへ。新入留学生ウェルカムパーティ

プロのカメラマンに
撮って貰ったソウさん

コロナ禍で浴衣を着られる喜びに溢れていました！葛西の街探検では
葛西臨海水族園に行きました

「帝京マレーシア日本語学院」出身の在校生・卒業生、
日本留学を目指す後輩達とのONLINE座談会開催

8月6日（土）帝京マレーシア日本語学院出身の在校生8名（東京、大阪、名古屋、福岡）と日本で就職している卒業生3名。そしてマレーシアからは、先生方やこれから日本留
学を考えている後輩達が参加し、ONLINE座談会を開催しました。
この座談会では、日本のアニメやゲームを学びたいと希望する方が多いこともあり、キャラクターデザイン講座も行いました。日本留学生活や日本で就職するための心構
えなど、色々な日本留学情報が得られたと同時に、久しぶりにかつての愛弟子たちとオンラインで対面した先生方からも「立派に活躍する卒業生たちとの交流が後輩達に
とって良い刺激になったことと思
います。
日本で経験を積んだ卒業生たちの
アドバイスには、聞いていて重み
を感じました。滋慶国際交流COM
の皆様のおかげで、立派に成長し
た学生たちを見ることができ本当
によい時間でした。」と感謝のお言
葉を頂きました。
滋慶国際交流COMでは、今後も
色々なイベント企画と留学生のサ
ポートをしていきたいと思ってい
ます。 楽しい座談会ONLINE体験授業の様子
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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（卒業生）

就職先：株式会社スタジオじゃっく（職種：背景美術）

小さい時からの夢がホテルで働くことです。その中で日本へ留学してお菓子の勉強をしたいと思い日本への留学を決意しました。
様々なホテルの会社説明会を受けましたが、今回内定をいただいた企業が日本だけでなく海外にも展開していて、将来的に海外へ進出する機会があるこ
とも私にとっては魅力的でした。
また、働いている方が外国人の方も多く、私自身伸び伸びと働けると思いました。
福岡キャリナリーを卒業するまでに今頑張っているコンテストに向けてのアメ細工の練習や更なる洋菓子の技術向上。商品開発と全力で頑張りたいです。
卒業後はタイの方や日本の方にも認めてもらえるようなプロになりたいです。

就職先：Plan・Do・See（職種：パティシエ（製造））LUENGVORAPHAN YANIKA（ルアンウオラーパン ヤニカ）さん
国・地域：タイ／福岡成蹊学園 福岡外語専門学校卒

ヤニカさん

高校時代から日本のアニメ業界で働くことと日本に住む夢があり、高校
卒業後、母国の日本語学校で１年半勉強して名古屋デザイン＆テクノロ
ジー専門学校に入学しました。しかし、卒業までに就職することが出来ませんでした。就職が無理
だと思いましたが、両親と先生方の支えのおかげで内定をやっともらいました。卒業後、何ヶ月か
経ち、諦めずに数えきれないほど応募した会社の中で内定した１社でした。内定先はアニメ制作進
行です。今まで頑張ってきてついに夢は叶いました。これで両親の不安が解消されたと思います
し、私はこれからも日本で頑張ります！

就職先：株式会社マカリア（職種：制作進行）

ASYRAAF BIN MAHMAD ZAH（アシュラフ ビンママド ザリ）さん
国・地域：マレーシア／帝京マレーシア日本語学院卒

アシュラフさん

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
アニメーション専攻（卒業生）

卒業生の活躍＆就職内定者

今年3月に卒業し、現在はアニメーション会社の制作を担当し、アニメ「ラブライブ」のアニメエンドロールクレジットにも掲載され
た留学生をご紹介します。大好きなアニメ「ラブライブ」に関われた喜び、大変さ、感動を話して
くれました。
「私が入社して初めての仕事は、『ラブライブスーパースター』の制作でした。最初は、難易度の
高い作品に参加するのは非常に大変で、悔しい思いもしました。何度も何度もリテイクされ、1
日1枚仕上げることも難しかったです。しかし今の自分は入社当初、学生時代の絵を見ながら改
善点を見つけられるまで成長できました。初めて自分の名前がテレビに載った時にはすべてが
報われた気分でした。」これからの活躍もとても楽しみです！

HONG DODAM（ホン ドダム）さん　国・地域：韓国／啓聖高等学校卒

卒業後すぐに有名アニメーションの制作に参加！

福岡キャリナリー農業・食テクノロジー専門学校
パティシエ＆ショコラティエコース（2年生）有名結婚式場のブライダルパティシエの内定獲得

ホンさん制作の様子

叢 林（ソウ リン）さん
国・地域：中国／ミッドリーム日本語学校卒

東京コミュニケーションアート専門学校
コミックイラスト専攻（3年生）

ＴＣＡ2022年度留学生から続々と内定が出ています。コミックイラスト専攻の
ソウさんは自身の画力とコミュニケーション力を活かし、アニメーション会社
の美術背景職へ内定を決めました。「２年生から企業研究をし、企業見学と先
生方からの情報収集によって、最後にアニメ会社２社の面接を決めました。２社
とも内定をもらったことを知り、興奮して、喜びながらも少し悩みました。色々検討した上で、社風など
自分が向いてる株式会社スタジオじゃっくに就職することに決めました。就活の最初は自分に相応わし
い進路が本当にあるのかと恐れしか感じられませんでしたが、相談を通じて徐々に自分が勤める姿が
見えるようになりました。自分が一体どんな仕事をして生活していきたいのかを考えた上で、自分の直
感を信じてよかったです。」

アニメ会社２社から内定獲得。
自分に合った会社を見つけました！

ソウさん

就職先：株式会社スタジオじゃっく
（職種：背景美術）

諦めずに就職活動続けた結果、
実を結びました。

チンさん

李 琦芝（リ キシ）さん
国・地域：中国／東洋言語学院卒

東京コミュニケーションアート専門学校
ゲームコンセプトアート専攻（3年生）

「日本のゲーム会社に就職することが夢だったので、内定もらった時は嬉しい限り。
自分の努力はもちろんですが、TCAの先生達の協力のおかげだと思います。
コロナ禍で、アルバイト自体も難しいこの時期、TCAの推薦で京楽ピクチャーズ様
より奨学金を2年間頂くことができ、そのおかげで、時間にもお金にも余裕があ
り、作品の制作に専念でき、早くスキルアップができました。
また、留学生にとって、日本で就職を目指すなら、日本語の指導をもらえれば安心です。ＴＣＡの先生が履歴書
の書き方と面接のための日本語を教えてくださり、よく励まされました。
自分の長所や短所、就職のために何を改善すべきかが、だんだん分かってきて、自信が持てるようになりまし
た。「We AreTCA」で私のポートフォリオを見た企業様と出会うことができ、３年生に進級した4月早々に内
定を取ることができました。来年、ゲーム開発に関われることを楽しみにしています。」

憧れの日本のゲーム会社へ内定！
TCAで学べてよかった！！

リさん

就職先：株式会社トイロジック
（職種：デザイナー）

陳 世傑 （チン セイケツ）さん
国・地域：香港／メリック日本語学校卒

小さい頃から日本のゲームが大好きで、ゲーム会社で就職することを夢に、自
分の発想でゲームを一から作るプログラマーになるロマンを抱き、日本留学
を決意しました。プロのクリエーターから直接指導頂け、プロと同じ設備が
整っていて、企業プロジェクトを通して学べるOCAを見学した時に、ここが自
分の夢を叶えられる学校だと確信しました。
ゲームプログラマーになるのは難しいですが、日々の復習と講師になんでも相談することで、理解
を深め自信もつきました。また、合同企業説明会と作品展示会にも参加し、作品を見てもらえるチャ
ンスによって成長できたことは凄く大きなことでした。
株式会社ヘキサドライブより内定を頂き、好きなゲーム「ドラゴンクエスト」の開発に関わる仕事が
できるかと思うと、すごくワクワクしています。

～大好きな「ドラゴンクエスト」の制作会社～　
憧れの会社、ヘキサドライブより内定頂きました！

就職先：株式会社ヘキサドライブ
（職種：ゲームプログラマー）

OCA大阪デザイン＆ITテクノロジー専門学校
ゲームプログラマー（3年生）
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Wechat https://weixin.qq.com/r/L9dGXorEQdc_rc4994I9
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カカオトーク http://qr.kakao.com/talk/uACNcLLPpyfvjMsNaxxstNjDQVA-

（2023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）

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

 

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

大阪ダンス・俳優&舞台芸術専門学校

（2023年4月大阪農業園芸・食
テクノロジー専門学校に校名変更
予定／認可申請中）

（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OCA大阪デザイン&ITテクノロジー専門学校より校名変更予定）


