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TCAでは新校舎で初の学園祭が行われ、２日間で
1,720名のお客様を魅了しました。新校舎のコンセプ
トである、【地域に開かれた学校】をベースに、当日は
小さなお子様から在校生の保護者まで老若男女に来
校いただきました。留学生主催の「ワールドフード

コート」では、留学生を代表
して3ヶ国の学生が母国の料理を振舞いました。ベトナム料理を担当し
た、マイ テイエン ズさんは「バップサオというコーンとねぎ、小エビを
バターで炒めるベトナムの伝統料理を作りました。ずっと作り、疲れま
したが、お客さんが『うま！うま！』と言って食べてくれるのが幸せだっ
た。」と喜んでいました。また、韓国チームは、韓国風海苔巻き・キンパと
ビビン麺、中国チームは、中国風揚げ物をそれぞれ調理し、本場の味を味
わって頂きました。また、クラス毎の展示や出し物にも多くの留学生が
活躍。学園祭に色を添えました。いまから来年が楽しみです☆

東 京

東 京

東 京

東京コミュニケーションアート専門学校
ゲームプログラマー専攻（1年生）

マイ テイエン ズさん
ベトナム・赤門会日本語学校本校

馬陸　辞玉（マリク ジギョク）さん
中国・東京経済大学

新校舎で初開催、1700人を魅了した、2019TCA学園祭

今年は初の「ミスコン」や
「コスプレ大会」なども行
われ、とても賑わいまし
た！私はダンスルームの

「コスカフェ」の装飾をし
たり、メイドのコスプレを
して、舞台に立ちました！
とても緊張し、ポージング
も思うようにはできませ
んでした。最後に出演者が
全員舞台に整列すると、MCから急に自己PRをと言
われ、何も考えていなかった私は、自分の名前を名
乗らずに終わってしまい、とても後悔しています。
お客様が声をかけてくださったりして、盛り上げて
くださったので、すごく楽しむことができました‼
将来、舞台に立つかもしれないので、とてもいい経
験になりました。舞台に出演する方も舞台を作る方
も、みんなで頑張ったのでとても熱く雰囲気のいい
学園祭になりました。来年も卒業生として、遊びに
来ます‼

東京アニメ・声優専門学校
声優&ヴォーカル専攻（2年生）

学園祭に参加して

今年は、昨年よりも100名以上もの
多くのお客様が来場され大盛況で
終えることができたInternational 
Day2019(学園祭)。ウィグル出身
のアジムさん、イタリア出身のピ
シェッダさんは、ステージで「お国
自慢大会」出場と飲食企画で「ボン
サポーレ！アジムの味!!」というイ
タリア、ウィグル料理をそれぞれ提
供する共同のお店をクラスで出展

するという大活躍でした。どちらも大好評で、特に飲食店
はイタリアのボロネーゼビアンカ、ウィグルのケバブはとても美味しくて売り上げNO１で表彰されました。「皆で
協力しあったので達成感がすごくあります。普段話して無かった人とも話せ団結力がうまれました。来年もより良
いものをできるようにしたい」と話してくれました。フィリピン出身のシナンバンさんも「お国自慢大会」出場、飲食
企画でフィリピンのデザートバナナ揚巻、ネパールのコロッケを提供した「揚げ揚げアジア」店の出展、台湾出身の
オウユゲンさんも「お国自慢大会」出場とInternational Day2019全体の記録を担当したりと大活躍でした。他展
示企画では、「自分の絵がいっぱい売れて友達が来てくれたからとてもうれしかった」というスペイン出身のホセさ
んが中心となってオリジナルイラストのポスター等販売していた「ホセぐんだん」等々他にもたくさんの留学生が

活躍し、ステージ・展
示・飲食どの企画とも
盛り上がりました。こ
の I n t e r n a t i o n a l  
Day2019を通して学
科、専攻、学年を越え
て協力し合い、新しい
友人ができる等の経
験が今後に活かされる
ことと思います。また
来年が楽しみです！

東京デザインテクノロジーセンター専門学校
ロボット＆IoT専攻（1年生）／REPIKAITI AJIMU（ラプカト アジム）さん
中国・東京富士語学院
スーパーAIクリエイター専攻（1年生）／PISCEDDA ALESSANDRO（ピシェッダ アレッサンドロ）さん
イタリア・赤門会日本語学校本校
プログラマー専攻（1年生）／SINAMBAN EUGENE JEROME（シナンバン ユージン ジェロムク）さん
フィリピン・日本東京国際学院
ゲーム企画・シナリオ専攻（1年生）／王　又玄（オウユゲン）さん
台湾・實践大学
背景・アイテムデザイン専攻（2年生）CONTRERAS DEL RIO JOSE（コントレラス デル リオ ホセ）さん
スペイン・カイ日本語スクール

INTERNATIONAL DAY 学園祭2019
～共に行こう新たな時代の開拓者～

味が好評だった、ベトナム料理バップサオ売り子も大きな声で頑張りました！

趣味を活かしたカクさんのCOFFEE
大人気だった韓国チームの韓国料理

ホセぐんだん

お国自慢発表中（オウユゲンさん）

売り上げNO1
ボンサポーレ!アジムの味‼
左ピシェッダさん、右アジムさん

全員で記念撮影！（お国自慢）

お国自慢発表中
（シナンバンさん）

学園 開催祭2019
滋慶学園COMグループ
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学園祭

東 京 東 京

大 阪

大 阪

名古屋

私は学校の“実行委員”と
して学園祭の運営に関わ
りました。学園祭は忙しく
て、にぎやかです。スタッ
フとして色々なことをし
なければならず、私は責任
感を感じました。私の担当
はライブステージを行うフロアでした。学園祭
は、カメラ・照明・音響の部署の学生が活躍して
いて、裏で支える仕事があるからこそライブを
することができ、凄いと思いました。また、ライ
ブの時間は一瞬なのに、本番に向けて準備に時
間をかける、日本人
の職人精神に感動し
ました。私にとって
この一瞬の為の時間
と気持ちは忘れられ
ないものとなりまし
た。

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校
監督・シナリオ専攻（1年生）

徐　玉竹（ジョ ギョクチク）さん
中華人民共和国・秀林日本語学校

初めての日本の学園祭

私は学園祭では出演者として参加しました。初日はヴォーカル
部として、二日目は有志でステージに立ちました。
演者とはお客様を楽しませるのが一番大事なことだと思い、ど
うやって会場を盛り上げるのかすごく考え、工夫しました。
当日、会場の雰囲気はとても良くて、お客様が盛り上がってくだ
さったので、本当に幸せでした。ステージから見た景色は素晴ら
しく、最高でした。
準備期間に頑張って練習してきて本当に良かったと思いまし
た。
この学園祭を通して、たくさんのことを学びました。ただ自分が表現するだけではな
く、お客様が喜ぶのが私たち演者の目的だと改めて考え、結果、お客様も自分たちも
とてもHappyな気持ちで一つになれたのがとても嬉しくて、これからも頑張ろうと
思いました。

東京アニメ・声優専門学校
声優＆ヴォーカル専攻（2年生）

楊　文君（ヤン ウェンチュン）さん
台湾・ミツミネキャリアアカデミー日本語コース

Happyな学園祭！

ヤンさん

6月15日（土）、16日（日）の2日間にわたり、名古屋地区
COMグループ5校での学園祭を開催しました。天候には恵
まれない中での開催となりましたが、校内は飲食系の模擬
店をはじめに、学生が制作したオリジナルグッズの販売、
射的や脱出ゲームなどの楽しい催し物が目白押しで活気
にあふれていました。
今年度CG＆映像クリエーター専攻に入学したナムジェさ
んも、同じ専攻の学生さんたちと一緒にカフェの運営に携
わりました。校内を周りお客様の呼び込みを頑張りまし
た。呼び込みの成果かカフェにはたくさんのお客様にお越
しいただき、大盛況でした。このようなイベントに参加す
るのは初めてでしたが、同じ専攻の日本人の学生さんたち
と協力しながら取り組むことができ、大変良い思い出を作
ることができました。

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
CG＆映像クリエーター専攻（1年生）

許　南帝（ホ ナムジェ）さん
韓国・長安高等学校

学園祭で活躍！ 僕は韓国からの留学生です！ヴォーカリストとして日本で成功したくて留学
してきました！学園祭ではライブと屋台を出しました。同じ韓国の留学生の
友達がアコースティックギターで、僕は韓国語で歌を歌いました、すごくお客
さんも喜んでいただいたように思います。屋台は韓国の文化も知ってほしく
てトッポギをアレンジしたもので「K-トック」という屋台で模擬店を出しまし
た。売り上げも好調でありがたかったです。音楽を学びたい人にとって、OSM
はとてもやりがいのある学校です。イベントもたくさんあり経験も積めるし、

毎 日 が
充実しています！

大阪スクールオブミュージック専門学校
ヴォーカルコース（2年生）

金　英雄（キム ヨンウン）さん
韓国・屋久島おおぞら高等学校　大阪キャンパス

学園祭で歌や模擬店で盛り上がりました！

頑張って呼び込みをしました

今年6月15日と16日にＯＣＡで2019年度学園祭が開催され
ました。学生主体の学園祭のため、実行委員・企画参加の学生
たちは、イベント成功に向け、積極的に取り組みました。
e-sportsプロゲーマー専攻の楊さんとゲームグラフィック＆
キャラクター専攻の謝さんは2人で母国の台湾料理の店を企
画。楊さんが料理メニューを考え、絵の得意な謝さんが、お店
の看板イラストや内装を担当しました。
学園祭当日、ピリ辛のキムチ餃子と味付けの茶葉卵を販売し
たところ、行列ができ、お客様から沢山の好評を頂きました。キムチ餃子の辛味が程よく、初めて食べた茶葉卵も
新鮮で美味しかったという嬉しい感想もありました。
学園祭終了後、楊さんも謝さんも「疲れたけど、売上もお客さんの笑顔も収穫できてとても嬉しかった」と笑顔で
話してくれました。

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
e-sports科 プロゲーマー専攻（1年生）
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（1年生）

楊　寰霖（ヨウ カンリン）さん　台湾・大阪YMCA学院日本語学科
謝　子偉（シャ シーイ）さん　台湾・関西外語専門学校日本語課程

ＯＣＡ学園祭2019で、台湾料理を出店！

謝さん（左2）、楊さん（左3）が制作・接客中

本番前のライブステージです

ライブステージの照明の準備をしています

エントランスでお客さまの
呼び込みをしています

同じ韓国の留学生とのユニット

日本人の仲間もたくさん！ K-POP部として模擬店

福 岡

学 園 祭

仙 台

6月8・9日に行われたSCA・仙台医健・仙台ECO合同「学園祭」。
初日は雨でしたが、2日目は天候に恵まれ、来場者数は、昨年を上回る2372名!!
仙台の留学生2名も各学科の学生企画に積極的に参加!!
中国出身、レコーディング＆PAエンジニア1年生のザン君は、レコーディングスタジオ
を使った『映画館』の企画に参加。担当の合間には、他学科の企画や模擬店などを回って
初めての「学園祭」を楽しみました。
コミックイラスト専攻2年、中国出身のボクさんは、学生作品の展示や販売をする『おい
でよ！お絵かきの森』に参加。さらに来場者の前でのライ
ブペイントにチャレンジ！「ちょっと緊張しました」と話
していました。
来年はさらなるパフォーマンスに期待!!

仙台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（2年生）

穆　瑞瑩（ボク ズイエイ）さん
中国・中国の「東北大学」日本語学科

学園祭でライブペイント！ 

2019年6月8日（土）、6月9日（日）の2日間、学園祭が行わ
れました。ブライダルファッションショーやオリジナル
bar、エアラインラウンジ等、それぞれの分野で学んでき
たことを活かし、様々なイベントでお客様をおもてなしし
ました。留学生も笑顔でお客様をお迎えしました。ホテル
コース1年生はオリジナルのノンアルコールを出すｂar
を出店しにぎわっていました。2年生は本格的なお化け屋
敷をし、お客様の悲鳴が館内に響き渡りました。エアライ
ンコースはクイズとお菓子のつかみ取りでお子様から年
配の方までたくさんのお客様と交流することができまし
た。1年生にとっては初めての学園祭でしたが、最後まで
笑顔で楽しむことができたようです。

福岡IR＆ウエディング・ホテル専門学校
ホテル＆旅行科（1・2年生）

学園祭

ライブペイントで描いた作品水彩で描くライブペイントに挑戦！ エアラインコースの学生たち おばけ役の留学生。張り切っています！

東京校ゴスペル大阪ジャズ・ビッグバンド

学校説明会風景（東京校）

学 校 見 学 会

東京地区は5月29日(水）、大阪地区は5月30日(木）日本語学校の先生方をお招きし「学校見学会」を開催しました。
両地区共に新校舎（東京コミュニケーションアート専門学校、神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校）にて行い、東京地区、関西地区の学
校・学科紹介、就職実績や留学生サポートについてのプレゼン
テーション、在校生からの企業プロジェクトプレゼンテーション
と共に、最新の設備や環境をご覧頂き学校を知ってもらう良い機
会となりました。
また、東京地区ではゴスペルを、大阪地区ではジャズ・ビックバン
ドをご観覧頂き、好評をいただきました。日本で夢を持って学ん
でいる留学生の成長に、日本語学校の先生方も興味深く聞いて下
さいました。日本語学校の卒業生も駆けつけ、現在の勉学状況な
ど歓談して頂くなどし、先生方も安心されていたようでした。

2019年度日本語学校教員見学会開催

barの前で明るく
お客様をお迎えします
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学園祭

東 京 東 京

大 阪

大 阪

名古屋

私は学校の“実行委員”と
して学園祭の運営に関わ
りました。学園祭は忙しく
て、にぎやかです。スタッ
フとして色々なことをし
なければならず、私は責任
感を感じました。私の担当
はライブステージを行うフロアでした。学園祭
は、カメラ・照明・音響の部署の学生が活躍して
いて、裏で支える仕事があるからこそライブを
することができ、凄いと思いました。また、ライ
ブの時間は一瞬なのに、本番に向けて準備に時
間をかける、日本人
の職人精神に感動し
ました。私にとって
この一瞬の為の時間
と気持ちは忘れられ
ないものとなりまし
た。

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校
監督・シナリオ専攻（1年生）

徐　玉竹（ジョ ギョクチク）さん
中華人民共和国・秀林日本語学校

初めての日本の学園祭

私は学園祭では出演者として参加しました。初日はヴォーカル
部として、二日目は有志でステージに立ちました。
演者とはお客様を楽しませるのが一番大事なことだと思い、ど
うやって会場を盛り上げるのかすごく考え、工夫しました。
当日、会場の雰囲気はとても良くて、お客様が盛り上がってくだ
さったので、本当に幸せでした。ステージから見た景色は素晴ら
しく、最高でした。
準備期間に頑張って練習してきて本当に良かったと思いまし
た。
この学園祭を通して、たくさんのことを学びました。ただ自分が表現するだけではな
く、お客様が喜ぶのが私たち演者の目的だと改めて考え、結果、お客様も自分たちも
とてもHappyな気持ちで一つになれたのがとても嬉しくて、これからも頑張ろうと
思いました。

東京アニメ・声優専門学校
声優＆ヴォーカル専攻（2年生）

楊　文君（ヤン ウェンチュン）さん
台湾・ミツミネキャリアアカデミー日本語コース

Happyな学園祭！

ヤンさん

6月15日（土）、16日（日）の2日間にわたり、名古屋地区
COMグループ5校での学園祭を開催しました。天候には恵
まれない中での開催となりましたが、校内は飲食系の模擬
店をはじめに、学生が制作したオリジナルグッズの販売、
射的や脱出ゲームなどの楽しい催し物が目白押しで活気
にあふれていました。
今年度CG＆映像クリエーター専攻に入学したナムジェさ
んも、同じ専攻の学生さんたちと一緒にカフェの運営に携
わりました。校内を周りお客様の呼び込みを頑張りまし
た。呼び込みの成果かカフェにはたくさんのお客様にお越
しいただき、大盛況でした。このようなイベントに参加す
るのは初めてでしたが、同じ専攻の日本人の学生さんたち
と協力しながら取り組むことができ、大変良い思い出を作
ることができました。

名古屋デザイン＆テクノロジー専門学校
CG＆映像クリエーター専攻（1年生）

許　南帝（ホ ナムジェ）さん
韓国・長安高等学校

学園祭で活躍！ 僕は韓国からの留学生です！ヴォーカリストとして日本で成功したくて留学
してきました！学園祭ではライブと屋台を出しました。同じ韓国の留学生の
友達がアコースティックギターで、僕は韓国語で歌を歌いました、すごくお客
さんも喜んでいただいたように思います。屋台は韓国の文化も知ってほしく
てトッポギをアレンジしたもので「K-トック」という屋台で模擬店を出しまし
た。売り上げも好調でありがたかったです。音楽を学びたい人にとって、OSM
はとてもやりがいのある学校です。イベントもたくさんあり経験も積めるし、

毎 日 が
充実しています！

大阪スクールオブミュージック専門学校
ヴォーカルコース（2年生）

金　英雄（キム ヨンウン）さん
韓国・屋久島おおぞら高等学校　大阪キャンパス

学園祭で歌や模擬店で盛り上がりました！

頑張って呼び込みをしました

今年6月15日と16日にＯＣＡで2019年度学園祭が開催され
ました。学生主体の学園祭のため、実行委員・企画参加の学生
たちは、イベント成功に向け、積極的に取り組みました。
e-sportsプロゲーマー専攻の楊さんとゲームグラフィック＆
キャラクター専攻の謝さんは2人で母国の台湾料理の店を企
画。楊さんが料理メニューを考え、絵の得意な謝さんが、お店
の看板イラストや内装を担当しました。
学園祭当日、ピリ辛のキムチ餃子と味付けの茶葉卵を販売し
たところ、行列ができ、お客様から沢山の好評を頂きました。キムチ餃子の辛味が程よく、初めて食べた茶葉卵も
新鮮で美味しかったという嬉しい感想もありました。
学園祭終了後、楊さんも謝さんも「疲れたけど、売上もお客さんの笑顔も収穫できてとても嬉しかった」と笑顔で
話してくれました。

OCA大阪デザイン＆IT専門学校
e-sports科 プロゲーマー専攻（1年生）
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（1年生）

楊　寰霖（ヨウ カンリン）さん　台湾・大阪YMCA学院日本語学科
謝　子偉（シャ シーイ）さん　台湾・関西外語専門学校日本語課程

ＯＣＡ学園祭2019で、台湾料理を出店！

謝さん（左2）、楊さん（左3）が制作・接客中

本番前のライブステージです

ライブステージの照明の準備をしています

エントランスでお客さまの
呼び込みをしています

同じ韓国の留学生とのユニット

日本人の仲間もたくさん！ K-POP部として模擬店

福 岡

学 園 祭

仙 台

6月8・9日に行われたSCA・仙台医健・仙台ECO合同「学園祭」。
初日は雨でしたが、2日目は天候に恵まれ、来場者数は、昨年を上回る2372名!!
仙台の留学生2名も各学科の学生企画に積極的に参加!!
中国出身、レコーディング＆PAエンジニア1年生のザン君は、レコーディングスタジオ
を使った『映画館』の企画に参加。担当の合間には、他学科の企画や模擬店などを回って
初めての「学園祭」を楽しみました。
コミックイラスト専攻2年、中国出身のボクさんは、学生作品の展示や販売をする『おい
でよ！お絵かきの森』に参加。さらに来場者の前でのライ
ブペイントにチャレンジ！「ちょっと緊張しました」と話
していました。
来年はさらなるパフォーマンスに期待!!

仙台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（2年生）

穆　瑞瑩（ボク ズイエイ）さん
中国・中国の「東北大学」日本語学科

学園祭でライブペイント！ 

2019年6月8日（土）、6月9日（日）の2日間、学園祭が行わ
れました。ブライダルファッションショーやオリジナル
bar、エアラインラウンジ等、それぞれの分野で学んでき
たことを活かし、様々なイベントでお客様をおもてなしし
ました。留学生も笑顔でお客様をお迎えしました。ホテル
コース1年生はオリジナルのノンアルコールを出すｂar
を出店しにぎわっていました。2年生は本格的なお化け屋
敷をし、お客様の悲鳴が館内に響き渡りました。エアライ
ンコースはクイズとお菓子のつかみ取りでお子様から年
配の方までたくさんのお客様と交流することができまし
た。1年生にとっては初めての学園祭でしたが、最後まで
笑顔で楽しむことができたようです。

福岡IR＆ウエディング・ホテル専門学校
ホテル＆旅行科（1・2年生）

学園祭

ライブペイントで描いた作品水彩で描くライブペイントに挑戦！ エアラインコースの学生たち おばけ役の留学生。張り切っています！

東京校ゴスペル大阪ジャズ・ビッグバンド

学校説明会風景（東京校）

学 校 見 学 会

東京地区は5月29日(水）、大阪地区は5月30日(木）日本語学校の先生方をお招きし「学校見学会」を開催しました。
両地区共に新校舎（東京コミュニケーションアート専門学校、神戸・甲陽音楽＆ダンス専門学校）にて行い、東京地区、関西地区の学
校・学科紹介、就職実績や留学生サポートについてのプレゼン
テーション、在校生からの企業プロジェクトプレゼンテーション
と共に、最新の設備や環境をご覧頂き学校を知ってもらう良い機
会となりました。
また、東京地区ではゴスペルを、大阪地区ではジャズ・ビックバン
ドをご観覧頂き、好評をいただきました。日本で夢を持って学ん
でいる留学生の成長に、日本語学校の先生方も興味深く聞いて下
さいました。日本語学校の卒業生も駆けつけ、現在の勉学状況な
ど歓談して頂くなどし、先生方も安心されていたようでした。

2019年度日本語学校教員見学会開催

barの前で明るく
お客様をお迎えします



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、6,348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-

東京映画・俳優＆放送芸術専門学校

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

大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

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

大阪IR＆ウェディング・ホテル専門学校

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
https://www.nagoya-.design.jp

名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校

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/

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

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

（2020年4月名古屋コミュニケーション
アート専門学校より校名変更予定）

札幌放送芸術＆ミュージック・ダンス専門学校
〒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

札幌アニメ・声優専門学校
〒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

仙台デザイン＆テクノロジー専門学校 （2020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）

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

（2020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）

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

（2020年4月仙台コミュニケーション
アート専門学校より校名変更予定）

（2020年4月福岡ブライダル
＆ホテル・観光専門学校より校名変更）

福岡デザイン＆テクノロジー専門学校

福岡IR＆ウェデイング・ホテル専門学校
〒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・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/

東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校（2020年4月東京アニメ・声優
専門学校より校名変更予定）

（2020年4月大阪アニメーション
スクール専門学校より校名変更予定）

（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予定）

仙台医健・スポーツ＆こども専門学校

http://www.sca.ac.jp
Email:info@sca.ac.jp


