
FUKUSHIMA Next Creators Challenge 入賞！
【FUKUSHIMA Next Creators Challenge】 に

応募したゲーム ・ CG マスター科 3 年の國分 陸さんと

栗田 七斗さんの作品が、 見事入賞を果たしました！國

分陸さんは 「今回初めて賞をとったので、 受賞の連絡

を受けてとても嬉しかったです。 今後は CG で表現の

幅を広げ、 より良い作品が作れるクリエイターになりた

いと思っています！」 栗田七斗さんは 「２年生の時に

も映像作品コンペで入賞経験があったので、 受賞の連

絡が来たときは驚きました。 さらに実績が増えとても

嬉しかったです。 授業で学んだ 「ストップモーション」

の技術を活かすことができました！」 と今後の映像制

作にむけて意欲を見せていました！

A&D× わらび座 連携協定

本校では、 秋田県にある 「わらび座 （一

般社団法人わらび座）」 様と人材教育の

活性化と地域経済の発展に貢献すること

を目的とする包括連携協定を締結しまし

た！わらび座とは民族伝統をベースに、

多様な表現で現代の心を描く劇団です。

今回の主な連携内容は 『演劇ワークショッ

プによるわらび座様講師の受け入れ』 『本

区学生による、 わらび座様の舞台制作へ

の参加』 『教育内容の共同開発による人

材育成』 です。 本校の学生にとっては、

より多くの演劇や舞台に関わるプロの技

を見て、 感じて、 学べる機会をいただけ

ることになります！今後も A＆D では、

業界と連携しながらプロのエンターテイ

ナーを輩出してまいります

高校 2 年生から始める
進路活動！

『進路活動始めたいけど、 なにか

ら始めていいか分からない 』

『学校の探し方は？』 『みんなは

進 路 活 動 ど う や っ て 動 い て る

の？』 そんな悩みを抱える高校

２年生のみなさんへ！進路活動

のヒントになりそうな情報情報を

まとめてみました
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★無料送迎バス運行

＼X ’masスペシャル！／

各学科のトピックスはこちら▶
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12 月になりましたね！今年も一年ありがとうございました

12 月と言えば Xmas ですね 私は毎年髭のおじさんのチキンを食べています編集者コラム

ひとこと ： 今年もの残すところあとわずか！悔いのないように過ごしましょう！
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各学科のトピックス▶▶▶

アナログテクニック実習の授業をご紹介！A&D の取り組みが生中継で紹介されました
福 島 放 送 の 『放 課 後 シ ェ ア』

(https://www.kfb.co.jp/tv/

share/) に て、 県 内 初 と な る

Live2D® の教育機関支援プログ

ラム認定をもらった学校として生

中継で紹介されました !! 声優科学

生による生アフレコも必見です！

当 日、 オ ン エ ア の 様 子 は

YouTube よりご覧ください！

高齢者向け e スポーツイベント開催！ 実習犬のトレーニング スタート！

『Inter BEE2022』 に参加！声優養成所 オーディション実施！！

ゲームクリエイター オンライン特別講座！A&D×BF コラボ第 3 弾始動！
今回は、 BF が開発中のレトルト食

品のパッケージをグラフィックデザ

イン科の学生がデザインします！商

品コンセプトを踏まえて各々デザイ

ンしました！どのデザインが採用

されるか楽しみですね♪A&D で

は今回のように学校の垣根を超え

た授業もあります お客様から商

品コンセプトなどを伺って、 それ

を元にデザイン案を出す！まさに

プロの現場と似たような体験がで

きます！

アクセント附属声優養成所シャイン

オーディションを実施しました！声

優科の一大イベントである校内

オーディションでは、 約 2 年ぶり

に対面で行うことがかないまし

た！ 2年間で初めての対面オー

ディションにチャレンジした 2 年生

のみなさん、 良い緊張感で受けら

れたようです！結果が楽しみです

ね！

小野町で高齢者向け e スポーツイ

ベントが開催されました。 こちらの

イベントには e スポーツビジネス科

の学生が携わっており、 イベント運

営力や説明 ・ 指導能力の向上を目

指します。 同イベントを複数回こな

すことにより、 学生達も話す事や

教える事に慣れてきており、 スムー

ズな対応が出来るようになってき

ていました！

ゲーム制作会社サイバーコネクトツー

の松山社長に特別講座を実施して頂

きました！サイバーコネクトツーは、

『チェイサーゲーム』で有名なエンター

テインメント企業です。 ゲーム業界

就職の攻略方法として、 「ゲームを

たくさん遊ぼう！」 「ゲームをたくさ

ん作ろう！」 というお言葉を頂きま

した。 学生からは 「今の流行だけで

なく、 時代関係なく見る事、 学ぶ事

が大事だと改めて思った」 という感

想がありました！

ジャンプ作家をはじめ、 プロの漫

画家たちも愛用する 『コピック』 を

使ったカラー着色の授業を行いま

した！色のサンプルを見ながら、

自分のイメージしたコピックを楽し

そうに選んで着色していました♪現

在勉強中の 『色彩検定』 の知識も

フル活用できたようです！

幕張メッセで開催された 『Inter 
BEE2022』 に行ってきました！
今年は３年ぶりに現地開催されま
した。 大変多くの人が参加する大
きなイベントで、 正式名は 「国際
放送機器展示会」 です。 映像部門
が主ですが、 音響の方も新しい機
材や技術に関して一眼で確認でき
る場所でした。 参加した学生は「機
材の詳しい知識があれば、 よりイ
ベントを楽しめたと思う。 今後は
より勉強するべきだと感じた」 と
いい影響を受けたようでした！

ペット総合科 ・ トレーナーコースでは、
地域のお客様から実習犬を募集し、 ト
レーニングをスタートしました！初めて
の場所、 初めて出会う学生たちに最初
はドキドキしていたわんちゃん達も少し
ずつ心を開いてくれるようになりました

これからもワンちゃん達の良さを引き
出せるよう、 頑張ります！
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出せるよう、 頑張ります！

ペット総合科では現在授業に
協力してくださるトレーニング
犬を募集しています。


