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9月20日（木）～23日（日）の4日間、千葉県の幕張メッセにて開催された日本最大のゲーム展示会である東京ゲーム
ショウ2018にTCAも14年連続で出展。

今年は東京ゲームショウ歴代最多の29万8,690人と来場者数を更新！出展企業や団体も668ブースと過去最大規模となりました。
TCAブースは毎年来場者の目を引く大きな在校生のイラスト看板が大人気。業界からの評判も高いTCAのイラスト

看板は、TCAを代表するイラストを掲示するため校内の倍率は40倍にもなります。その40倍の倍率を乗り越えて留学
生のライ ティエンイーさんの作品が採用されました。そんなライさんにインタビューをさせていただきました。
『ゲームショウで大変だったのは背景を描くことです。キャラクターをどんな背景にすれば引き立たせることができ

るのかを考えることに一番時間を使いました。将来はゲーム業界に就職してこの場所に戻ってこれたら嬉しいです』と
お話してくれました。

また、日本語レベルもN1を取得し今年看板にも採用され、今後の活躍がますます期待される存在です！
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堂々の14年連続出展！！

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（2年生）

来 添翼（ライ ティエンイー）さん
中国・JCLI日本語学校 新宿校

今年もOCA大阪デザイン＆IT専門学校は東京ゲームショウに出展し、留学生も大
活躍してくれました。ゲームグラフィック＆キャラクター専攻3年生のジャン シン
ウンさんは学生スタッフとして、知識や語学力を活かして来場者への対応等、とても
活躍しました。また、ゲームグラフィック＆キャラクター専攻2年生、ジョ シセイさ
んとリン シモウさんが取り組んだイラストは迫力と完成度
がとても高く、38点の作品の中からOCA展示ブースの看板
イラストとして選ばれました。ジョ シセイさんは「今回の東
京ゲームショウに参加し、OCA展示
ブースの看板イラストに選ばれ、自
分自身の今後のモチベーションが
かなり上がったので、これからの制
作ももっと頑張りたいと思います」
と意気込みを語ってくれました。

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
ゲーム・CGクリエーター科　ゲームグラフィック＆キャラクター専攻

江 幸紋（ジャン シンウン）さん
台湾・大阪YMCA学院（3年生）

徐 梓清（ジョ シセイ）さん
中国・ECC国際外語専門学校（2年生）

林 姿孟（リン シモウ）さん
台湾・京都文化日本語学校（2年生）

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
ゲーム企画・シナリオ（2年生）

譚珂（タンカ）さん
中国・国書日本語学校 志村校舎

梁 永昕（リァン ヨンシン）さん
中国・大原日本語学院

9月20～23日の全4日間行われた東京ゲームショウ2018―今回、ゲームを出展し、
リーダーを務めた2人の学生に話を聞いてみました。ゲーム企画2年のタンさんは、「侍す
し屋というゲームを制作し、リーダーを務めました。メンバーのスケジュールを調整す
るのに苦戦しましたが、自分が作ったゲームを楽しんでもらえた時、半年かけた努力が
報われたと感じました。」と話してくれました。また、同専攻のリァンさんは、「チームメ
ンバーが少なく手が回らない状態だったため、プログラムを書き上げるのに一番苦労し
ました。お客様が面白いですねと声をかけてくださり、本当に作ってよかったと感じま
した。ここまでこれたのは、先生や仲間たちのおかげです。」と笑顔で語ってくれました。 みんなで集合写真お客様対応中

ジャンさんが学生スタッフ
としてお客様に説明中

リンさんとジョさんが
制作した看板イラスト

ゲームの祭典東京ゲームショウ2018に私たちが制作したゲー
ムを出展しました。私は、イタリア生まれなので、在学中3回も
TGSに参加できたことは夢のようです。カプコンやコナミなど有名企業、開発者とお
話ができました。今回出展したゲームは、PC用のパズルゲームです。キャラクターの
可愛さやサウンドがポイントです。
ゲーム制作を通じて同級生の丁寧な
コード入力がとても勉強になりまし
た。

TGSに参加して私たちが制作した
ゲームをお客様にプレイしていただ
きとても嬉しかったです。また、ゲー
ム開発をしている方と出会いお話す
ることができ、とても貴重な経験にな
りました。

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
ゲームプランナー専攻（3年生）

コミノット フェデリコさん
イタリア・名古屋YWCA学院日本語学校

コミノットさん
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TOKYO

OSAKA

LAI TIANYI作



2018/NOV

滋慶国際交流 COM　TODAY 【2】

骨髄移植推進
キャンペーンミュージカル

蒸し暑かった今夏、夏休みも無くみんなで頑張った2018
年の「明日への扉」が9月14日、大団円で幕を下ろしました。生
涯の思い出になった「明日への扉」、私のセクションは宣伝。今までよりすごく暑
かった今夏の日差しの下で「明日への扉」の宣伝のため、重いフライヤーを持っ
て葛西全地域を配りに行った事はすごく大変でした。それに、協賛を貰うのが難
しくてもう無理なのかなと思った時、最後に入った病院さんからついに協賛を
貰ってすごく嬉しかったです。今も一緒に配りに行った友達と「あの時、暑くて
辛かったけど楽しかったよね」とよく言ってます。みんなで上がった最後のカー
テンコールの時も忘れないです。3回だけの舞台の為、長い時間一生懸命練習し
たキャストの学生、舞台の後ろであちこちに走っていた舞台と制作スタッフの
学生、お客さんのために大きい声を出しながら頑張った運営の学生たちが、手を
繋いで泣きながら歌った事は、私も心が熱くなるほど感動しました。来年は人生
最後の「明日への扉」なので、もっと頑張りたいです。みんなお疲れ様でした！楽
しかったです！

生涯の思い出、明日への扉

特別講義

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 コンサート企画制作コース（1年生）

KIM MINJOO（キム ミンジュ）さん
韓国・秀林日本語学校

昨年トリマーの世界大会で優勝したヴィクター氏に、アメリカよりお越しいただき、
ドッグマスター専攻とペットトリマー＆エステティシャン専攻の学生対象に特別講義
が行われました。

午前中はスタンダードプードル、午後はジャイアントシュナウザーのカットを間近で
見ることができ、学生たちは、ヴィクター氏の気さくで笑いを誘うトークにも大変盛り
上がっていました。トリマーとして、時には仕上がりの美しさよりもワンちゃんの体を
気遣い、スピード重視のトリミングをすることなどを教わり、今回は単なるトリミング
技術以外の部分もたくさん学ぶことができました。「生で世界トップレベルのトリミン
グに触れ、多くの刺激を受けました。」と崔さんは話し、改めてトリミングの技術を磨い
ていくモチベーションが上がったと実感しておりました。

世界トップレベルのトリマーに学ぶ！！
大阪ECO動物海洋専門学校
ドックマスター・ペットスペシャル（1年生）

CHOI YIDEUN（チェ イドゥン）さん
韓国・エール学園

今年で25年目を迎える歴史のある骨髄移植推進キャンペーン
ミュージカル「明日への扉」に参加しました。ベトナムで6年ほどダンス
はやっていましたが、ほぼ独学でやっていたので、専門的な学校で学びたい、大好きな日
本でダンスを学びたい！と思い、入学を決意しました。この「明日への扉」では「ダンサー」
と英語の「影アナウンス」をやりました。
私は今日が自分の最後の日と思って、い
つも1日1日を大切に取り組んでいま
す。本番前はワクワクして、自分が出せ
る精一杯の「今日1日」を過ごせたと思い
ます。将来はダンスの振付師になりたい
という夢もありますが、このミュージカ
ルを通して舞台の「演出」もしたいと思
うようになりました。

「ダンサー」と「影アナウンス」2役に挑戦！
大阪ダンス＆アクターズ専門学校
ダンスインストラクター（1年生）

LE PHUONG VY（レ フォン ビ）さん
ベトナム・ヒューマンアカデミー日本語学校 大阪校

9月13日（木）～14日（金）東京公演、29日（土）大阪公演が行われました。
今年で25年目、通算160公演を迎える学生によるミュージカル「明日への扉」は、満員御礼大盛況のもとに幕を閉じました。

先生のプロフィール：
2017年10月、ベルギーで行われたWorld Team Grooming Cham-
pionshipでヴィクター氏率いるGroom Team USAが優勝。この大会
は2年に一度開かれている。

たくさんのお客様の前でダンス

お茶目なヴィクター先生 留学生のチェさん（ドッグマスター専攻）

集合写真

『 』
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学校イベント

UCCコーヒーマスターズ2019UCCコーヒーマスターズ2019

放送芸術学院専門学校/大阪アニメーションスクール専門学校２校合同にて、全学
生が参加する体育祭を開催。

競技としては、『○×クイズ』『借り物競争』『大縄跳び』『玉入れ』などを実施。
各コースに分かれたチーム対抗戦で、普段の専門的な授業を受講している時とは

違う留学生の顔を見る事ができました!!
留学生同士だけではなく、日本の学生ともコミュニケーションをとる事ができ、良

い機会となりました。
中国からの留学生・曽憲澤さんは『初めての日本の体育祭で新鮮な感じで楽しかっ

たです！』とお話してくれました。　スポーツの秋・お疲れさまでした。

２校合同の体育祭を大阪府立体育館（エディオンアリーナ）で開催！！
放送芸術学院専門学校／大阪アニメーションスクール専門学校
TV番組制作コース・映画ドラマ制作コース・アニメ声優コース・アニメーション制作コース・コミックイラストコースなど留学生所属コース全て（1年生）

曽 憲澤（ソウ ケンタク）さん
中国・日中語学専門学院

留学生同士も仲良しです大縄跳びに挑戦する曽くん

2018年7月13日、韓国フェアがTCAで行われました。今回は韓国人留学生がTCA
の在校生に韓国文化や韓国料理をご紹介。昼休み休憩の時間でしたが、100名以上の
在校生が韓国文化を堪能しました。今回実行委員を担当した皆さんのアイディアで、
韓国の激カラヌードルや韓国の本場キムチを提供。挑戦者たちは「辛い」といいなが
らも本場韓国の味に挑戦していました。また甘い味が魅力のホットクも在校生には
大人気でした。韓国フェアを通じて、自国の文化を人に伝える楽しさを実感。また、
TCAに在籍の400名以上の留学生の中に、自分たちのふるさとが近い同郷の学生を
見つけたり、久々の母国語に安心したりと収穫の多いイベントとなりました。次回は
どの国のフェアになるか、乞うご期待です。

韓国料理でおもてなし☆
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（1年生）

PARK GIWON（パク ギワン）さん
韓国・龍山高等学校

LEE EUNHYUN（イ ウンヒョン）さん
韓国・ソウル東星高等学校

9月20日(木)・21日(金)にUCCコーヒーマスターズ九州大会2019が開催されまし
た。これはエスプレッソ部門、ペーパードリップ部門、サイフォン部門、ラテアート部
門があり、抽出技術・接客スキルパフォーマンスを競うコンテストです。これまでに
国内大会や国際大会で活躍する多くの実力者を輩出しており、プロのバリスタも出
場する有名な大会です。本校のカフェ総合科カフェパティシエコース2年のオイ・
シューホアンさん(帝京マレーシア日本語学院出身)がサイフォン部門で優勝しまし
た。サイフォン部門で優勝したオイ・シューホアンさんは九州地区代表として来年の
2月に神戸で行われる全国大会に出場します。
以下学生インタビュー

有名なプロの方も出場する大会なのでとて
も緊張しました。この日のために毎日学校で特
訓を行い、演出にもこだわりました。昨年も出
場したのですが、今回はさらにコーヒーの知識
を身に付けて挑むことができました。優勝でき
たことはとても嬉しく思っていますが、全国大
会も入賞目指して頑張りたいと思います。

「ＵＣＣコーヒーマスターズ２０１９九州大会」～サイフォン部門～
～プロのバリスタも出場する大会で本校留学生が優勝！ 九州チャンピオンとして全国大会に出場決定！～

福岡キャリナリー製菓調理専門学校
カフェ総合科　カフェパティシエコース（2年生）

OOI SHU HUAN（オイシューホアン）さん
マレーシア・帝京マレーシア日本語学院

カフェ総合科2年のゾウ チンレイさんは、プロのバリスタコンテスト「UCCコー
ヒーマスターズ2019」近畿地区大会、ラテアート部門に出場し、見事3位に入賞しま
した！校内予選で学校代表に選ばれたゾウさんは、4分間で2杯のフリーポアラテ
アートを淹れる競技に出場。「フリーポア」とは、エスプレッソコーヒーにスチームし
たミルクを注ぐだけでカップの表現にアートを描くとても難しい技術です。ゾウさ
んは「スワン（白鳥）が湖に浮かんで
いるところ」を描き、そのデザインの
オリジナリティ、技術、味など総合的
な評価で、プロの戦いの中で3位に
入賞しました。表彰の後、「自分の実
力を信じてチャレンジできました。
力は90％出せました。将来は中国
チャンピオンになり、世界大会に挑
戦したいです！」と、ゾウさんは笑顔
で語ってくれました。

「ＵＣＣコーヒーマスターズ2019近畿大会」～ラテアート部門～

大阪キャリナリー製菓調理専門学校
カフェ総合科　カフェバリスタコース（2年生）

邹 沁玲（ゾウ チンレイ）さん
中国・ヒューマンアカデミー 日本語学校 大阪校

韓国料理を在校生へ紹介☆

日本人の皆さんも大喜び！！韓国人留学生がおもてなし！

サイフォン部門の競技中の様子 手際よくラテアートを淹れていきます！

完成したラテアート
湖に浮かぶスワン

～オリジナリティ溢れるラテアートで見事3位！～
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企業プロジェクト

1950年に創業、日本を代表する食品メーカー「株式会社旭松食品」様より頂いた課題に、在校生がゼミでの制作課題として取り組みました。
課題内容は、現在販売されている「新あさひ粉豆腐」を使用した生菓子・焼き菓子の提案。学生が何度も試作を重ね、商品開発に挑戦しました。
そして今回、留学生の詹 媛婷さん、劉 雨萌さん、邱 彦凱さんの3名が企画したメニューが「ホームページ賞」をいただきました。
詹 媛婷さんは、「今回メニューを企画していく上で一番考えたこと
は、健康。子供から大人まで喜んでもらえるヘルシーで美味しいも
のが作りたかった。

特にクッキーはナッツを3種入れることでビタミンEが豊富で、
豆腐のたんぱく質も高く、クッキー1枚で朝ご飯の代わりになる栄
養があります。旭松食品様のホームページで、レシピは公開される
ので、たくさんの人が作ってくれたら嬉しいです。」と語ってくれ
ました。

また、企業の方からも今回、栄養価が高く、ターゲットにもピッ
タリで、長くHPで掲載していきたいと高評価をいただきました。

大豆粉を使用した焼き菓子提案でＨＰ賞を受賞！
大阪キャリナリー製菓調理専門学校
パティシエコース（2年生）

詹 媛婷（セン エンテイ）さん
台湾・関西外語専門学校

劉 雨萌（リュウ ウホウ）さん
中国・山西省 運城中学校

邱 彦凱（キュウ ゲンカイ）さん
台湾・大阪バイオメディカル専門学校

旭松食品担当者さまの前で商品プレゼン 採用された作品

業界研修

大分空港で行われたグランドスタッフ訓練体験セミナーに本校の
学生が参加しました。

セミナーに参加した、キャビンアテンダントコースのキム ヘジンさ
んは、チェックインカウンターでは日本語でなく、特別に韓国語でのア
ナウンスも体験。空港のチェックインカウンターでマイクを持って行
う初めての本格的アナウンスは「緊張して手が震えた」とつぶやいてい
ましたが、憧れの航空業界のお仕事を体験し、その表情は非常に嬉しそ
うでした。また、現役のキャビンアテンダントさん、グランドスタッフ
さんとの対談では、前のめりになってお話を聞いていました。

航空業界で働くという夢を叶えるために、これからは英語のレベ
ルアップ、就職対策など、今回のこの訓練体験を機により志を高く
持って励んでいきます。

憧れの航空業界のお仕事を体験！
大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校
トラベル＆レジャー科　キャビンアテンダントコース（1年生）

GIM HYEJIN（キム ヘジン）さん
韓国・チョンダク高校

デザイン・イラストを学ぶクリエーター科1年生にとって初めての企業プロジェクトが、先日終了しました。課題は、「須磨・平磯海づり公園
の来場者配布用ガイドブックの装丁デザイン」です。6月から始まり、約4か月間の制作期間を経て、9月21日に企業様へ向けてプレゼンテー
ションを行いました。作品制作だけではなく、プレゼンテーションの練習も放課後に行ったり、みんなで一生懸命課題に取り組みました。クオ
リティの高い作品に企業様も感心されていました。

企業プロジェクトに初めて挑戦した1年生のユ ビンナさんは、「初めてのプレゼンテーションだったので、緊張しました。日本語の練習が足
りなかったので、もっと頑張ります。」と次の企業プロジェクトを楽しみにしていました。

企業プロジェクト『神戸市立須磨・平磯海づり公園』に初挑戦
OCA大阪デザイン&IT専門学校
グラフィックデザイン＆IT専攻（1年生）

于 滨娜（ユ ビンナ）さん
中国・宇都宮日本語学院

カウンターでアナウンスを体験 憧れの現役GSさんを前に大興奮！

在 校 生 インタビュー

2018年7月、中国開催の「アジア旅映画・テレビ映像祭」で、1,200作品以上の中から国際番組部門でオウさんの監督作品『東京FM』が優秀賞を受賞。
来日してから今まで趣味であらゆる東京を撮影してきた素材と2日間で女優を撮影したものを編集し、東京の観光PR動画として制作。この作品は主演女優と学校の後輩と友

人が協力して、桜・花火・神社・東京タワーなどの東京の観光地やラーメンなど中国人にも人気で、しかも東京と中国の関係性などの要素も取り入れながら、見る人により身近
に感じてもらえるよう作りました。外国人が監督になるには言葉の壁、文化や考え方の違いなどがあり、より一層難しいということを感じましたが、「やり遂げなければ意味が
ない！」「監督になって自分の映画を作る！」という一心でこれからも夢を追い続けます！

「2018・アジア旅映画・テレビ映像祭」優秀賞受賞！
東京放送芸術＆映画・俳優専門学校
映画専攻（3年生）

王 奔（オウ ホン）さん
中国・ISIランゲージスクール

9月16日、授業の一環としてクリエイティブデザイ
ン科の学生たちが「京まふ2018」に参加しました。

京まふとは、国内外から注目される京都の文化力を最大限に活用し、日
本の文化「アニメ」「マンガ」を海外に発信することを目的としたイベント
です。

本校がこのイベントに参加している目的は3点あります。1点目がマン
ガ・アニメの理解を深めること。2点目がマンガ・アニメを介して国際交流
ができること。そして、3点目が出展している企業様や芸大生の作品にふ
れることで自分の作品に足りない部分を理解し、授業への取り組み意欲
を高めることです。

今回、留学生を代表して陳さんにお話を聞きました。陳さんは本校のア
ニメーション制作コースに所属し、アニメーターを目指しています。参加
した感想を聞くと「出展企業の方とお話をすることで業界で必要とされ
ている人材を知ることができ、良かったです。また、芸大生の方と話し、同
年代の学生が頑張っ
ていることもわかり、
より頑張っていこう
と思いました。」と心
強く言ってくれまし
た。

陳くんのこれから
の活躍に期待したい
と思います。

日本文化「アニメ」「マンガ」を海外に発信する。

京まふ2018を見学して！
大阪アニメーションスクール専門学校
アニメーション制作（1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 大阪校

京まふの展示会の雰囲気

e－sportsプロゲーマー専攻1年生、TRUONG GIA FUEさんがストリー
マーとして大活躍！！今年度入学し、YouTubeにゲーム実況動画を5月中旬
から上げ始めたところ、現在、約5万9千人の登録者数がいるほどの人気ぶり！！！！日本語も
堪能ですが、ベトナム語で実況しています。これからは日本語でも取り組んでいくそうです。

また、この専攻に入学し、PUBG(PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS)を専門に行ってい
るが、実は…このゲームは苦手だと言う。苦手だからこそ学校でしっかり学び頑張り続けています。

現在、YouTubeの人気から、企業様の目にとまり契約交渉中とのこと。
頑張り続ける彼女を、応援したいと思います。
チャンネル登録よろしくお願いします！！
URL　https://youtu.be/OT-Cog8bVsc

本校初！ e－sportsプロゲーマー誕生
ベトナムからの留学生！！

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
ゲーム・CGクリエーター科　e－sportsプロゲーマー専攻（1年生）

TRUONG GIA HUE（トン ジャ フェ）さん
ベトナム・インターカルト日本語学校

PUBGを行っている TRUONG GIA HUEさん

表彰式の様子（右から4番目オウ ホンさん） 表彰状とトロフィーをもつオウ ホンさん
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在校生インタビュー

僕は小さい頃から動物や水生生物等の図鑑を読むのが好きで、その中でも飼育に関してすごく興味がありま
した。台湾にはアクア専門の学科を持つ学校がないので、今大阪ECOで専門的な知識を勉強できる事がとても
楽しいです。今学んでいる中に【水生生物飼育管理】という授業があります。その
授業では水槽での水草の管理や、色々な種類の水生生物の飼育方法、水槽内のレ
イアウト等の技術を学ぶ事が出来ます。また、2年生になると今よりもっと大き
い水槽や水草専用の水槽を持つ事が出来ます。いろいろな水草を使ってどんな
風にレイアウトをするのか、そして周りの人達にどんな風に見せたいのか、考え
るだけでワクワクしてきます！先輩や友達のレイアウトを参考にし、大阪ECO
でもっともっと技術を上げて成長していきたいと思っています。

自分のレイアウトした水槽でみんなに癒しを与えたい！
大阪ECO動物海洋専門学校
水族館・アクアリスト（1年生）

李 光中（リ コウチュウ）さん
台湾・東洋言語学院

放課後の時間を使ってレイアウトを変える李さん李さん作成の水槽

私にとって初めての中間公演。
無事に終了したものの、本当に緊張しました。
先生が細かく指導して下さり、私たちの演技力は最初と比べると明らかに上達しました。一人がいろいろなキャラクター
を演じることで、キャラクターによっての変化ができ、表現力が豊かになりました。また、とても大事である『作品を作るに
は一人ではなく、キャストとスタッフ全員の協力で仕上がる』ということを学びました。
そして、自分にはまだまだ足りない部分があるということも気付きました。
基礎を学ぶことによって基盤ができ、それを応用することができると理解し、授業は集中して受ける必要性があると思い
ました。
私は中間公演を経て、声優と舞台俳優の道を目指していきます！

初めての中間公演
東京アニメ・声優専門学校
ゲーム＆アニメ声優專攻（1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

クラーラさん公演RH

9月9日（日）～16日（日）の期間、アフリカのケニアで海外実学研修を行いました。到着後、最初に訪れたケニヤッタ大学では、ケニアの歴史、経済、文化など
を学び、各国立保護区についてのレクチャーを受けました。その後はジラフセンターで、キリンのふれあいや、キリンが食する葉などを確認しながら、原生林
の中を歩くネイチャーウォークを開催しました。マサイマラ国立保護区でのサファリツアーでは、広大なサバンナの中で生息する肉食、草食獣たちのありの
ままの姿を観察することができました。現地のショッピングモールや、マサイ村にも訪問し、現地の食生活や文化、風習にも触れることができました。アフリカの大自然の中
で、見て、聞いて、肌で感じたことは、本当に貴重な経験となりました。

野生動物の宝庫、アフリカで学ぶ充実の8日間
福岡ECO動物海洋専門学校
動物園・動物飼育専攻（1年生）

厳 岭楠（ゲン レイナン）さん
中国・九州英数学館

マサイマラ国立保護区にて ジラフセンターでのエサやり体験 マサイ村での集合写真
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就 職 内 定

留学生センターのサポートのおかげで、私はロータリー米山奨学生に採用されました。入会から半年経ちました
が、京都の鴨川踊り、祇園祭、甲子園などのイベントに参加することができ、そのおかげもあり、色んな物に触れ合っ
て体験して就職活動用の作品をたくさん描くことができました。

入学後、たくさんの友達を作りました。台湾人だけじゃなくて日本人、ベトナム人いろんな人と知り合いになり、
辛いこともありましたが、みんなと一緒に助け合って乗り越えることができ、本当に充実した生活になりました。

学校で開催の合同企業説明会＆作品審査会で、初めて知った、出会った会社に認めてもらい、就職内定をいただ
き、本当に嬉しいです。企業様の期待を裏切らないよう、精一杯、自分の実力をもっともっと磨いて上を目指してい
きます。

学校開催の合同企業説明会で就職内定！ 最高の1年です。
OCA大阪デザイン＆IT専門学校
マンガ・アニメ・小説科　アニメーション専攻（3年生）

蕭 宇庭（シュウ ユーティン）さん
台湾・台湾樹徳科技大学

京都ロケ

就職先：株式会社マジックバス（職種：アニメーター）

マンガを読んだり、書いたりすることが大好きな私は、TCAでマンガを描くテクニックや、ストー
リーの作り方などを学び、いつしか「日本国内で絵を描く仕事に就く」ことが目標になっていました。
TCAの留学生の先輩に進路の相談をしたところ、絵を描く仕事で就職する楽しさを知り、自分の得意
な2Dに挑戦できる職場、株式会社ビサイド様から内定を頂くことができました。4月からキャラク
ターデザイン、背景デザインなどを扱う、2Dアーティストとして勤務予定です。将来的にはさまざま
なテクニックを自分から学びに行き、2D・3Dを駆使できる人材になり、自分のオリジナルキャラク
ターを作れるようになりたいと考えています。

大好きな「絵」を描く仕事で内定獲得！
東京コミュニケーションアート専門学校
マンガ専攻（3年生）

蔡 子昱（サイ シイク）さん
中国・東洋言語学院

就職先：株式会社ビサイド（職種：2Dアーティスト）

液晶タブレットでキャラクターデザイン

e-sportsが大好きで、日本初のe-sportsの専門学校である本校を知り、すぐに親と相談して、入学を決めました。学校主催のイベントを通じ、たくさんの現
役プロとの接触ができ、様々な経験をしてきました。これは普段では得られない貴重なものです。講師のおかげで、著名な企業様とも繋がることができ、留学生初の内定とな
り、とにかく嬉しい気持ちでいっぱいです。卒業後は、仕事に邁進します！そして、e-sportsで台湾と日本の架け橋になれるように頑張ります！

ゲームやe-sports業界を目指したい人は、自分のやりたい事もしくは何かを果たしたいという目標を必ず持って、迷わず進み、叶うまで頑張りましょう！！

e-sportsワールド初の内定！
東京アニメ・声優専門学校
e-sports 宣伝プロモーション專攻（2年生）

李 積奇（リ チチ）さん
台湾・メリック日本語学校

就職先：株式会社GameWith（職種：攻略ライター）

在校生も続々、日本のホテルに内定が決まっています。カナダ出身のSZE RICKY HOKIさんは、福岡県のプレミアムホテル門司港（株
式会社プレミアムホテル門司港ホテルマネジメント様）、ネパール出身のSHAHI SHREEJAN KUMARさんは、長崎県の長崎ハウステン
ボス（ハウステンボス株式会社様）のホテルに内定を頂きました。2人とも福岡の日本語学校を卒業し本校に入学されました。学校では積
極的に日本人の在校生とコミュニケーションをとり、学校イベントにも積極的に参加しています。業界での活躍を楽しみにしています！

日本のホテルに就職内定が決まっています！
福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校
ホテル＆旅行科　ホテルコース（2年生）

SZE RICKY HOKI（スィー リッキー ホキ）さん
カナダ・NILS

SHAHI SHREEJAN KUMAR（サヒ スリザン クマル）さん
ネパール・NILS

就職先：プレミアムホテル門司港、長崎ハウステンボス（職種：ホテルスタッフ）

カナダ出身の
SZE RICKY HOKIさん

ネパール出身の
SHAHI SHREEJAN

KUMARさん
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東京放送芸術＆映画・俳優専門学校

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

ＯＣＡ大阪デザイン＆ＩＴ専門学校

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

大阪ウェディング＆ホテル・観光専門学校

大阪ECO動物海洋専門学校

E-mail: info@culinary.ac.jp
〒550-0014

http://www.culinary.ac.jp

http://www.oas.ac.jp

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
http://www.nca.jp/creative/
名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校

札幌アニメ・声優専門学校

仙台医健・スポーツ＆こども専門学校

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/

（2019年4月仙台コミュニケーションアート専門学校より分離独立予定）

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

福岡ブライダル＆ホテル・観光専門学校
〒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

福岡医健・スポーツ専門学校

神戸
神戸・甲陽音楽&ダンス専門学校

（認可申請中　2019年4月開校予定）
〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1
　 0120-117-540　E-mail: kobe@koyo.net
http://www.music-kobe.jp/


