動画はいつも新しい︒

現場で「即戦力」となる動画クリエイターの育成を目指す専門校

aiwa-gca.jp

夢
まずは、興味から。
将来の夢は？と聞かれ、夢がなくて不安。
そんな言葉をよく聞きま
す。夢なんて誰もが持ってるわけではありません。実際に子供のこ
ろからの夢を叶えて仕事にし、継続できている人はわずか9％と言
われています。
例えば、料理をしたくても材料や知識・技術がなければ、
どんな料
理を作りたいか、
また作れるのかなんて、想像もできないし、
もし作
れてもメニューの選択肢は狭いと思います。

技術

将来のことだって一緒です。知識や技術がなければ選択肢が少な
くなります。選択肢が少なくなれば、夢や目標が明確に持てないの
は当たり前です。だから、
まずはなんとな〜く興味があることを、やっ
てみるところから始めてみませんか？
「なんか、かっこよさそう」、
「なんか楽しそう！」、
「やってみたいな」か
らでいいんです。

ワクワクの第1歩を踏み出そう。
知識や技術が身についてきて、いろんな経験を重ね、初めてその
先にある
「自分がやってみたいこと」につながっていくのです。夢が
ないのは、恥ずかしいことではありません。自分のことを理解し、現
実をみているからこそ夢を持つ準備ができていないだけです。
どの
道を選ぶかより、選んだ 道をどう生きていくかの方が 大 切です。
さぁ、夢を見つける為のその一歩を“ワクワクしながら”踏み出して
みましょう！

なぜいま動画？
デジタル時代に必要な即戦力の動画クリエイターに。
なぜ動画クリエイターなのか…？
動画広告市場規模推計・予測（2020年 - 2025年）

通信技術の発達によって、急速に動画市場が拡大し
ているデジタル広告業界は動画の撮影、編集、加工
はもちろんのこと、
より拡散されるための企画や、公開
した動画の効果測定ができるクリエイターが求められ
ています。

（単位：億円）
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動画制作会社への就職・転職をお考えの方、動画制

5,497
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作の受注を目指したい方、フリーランスとして活躍し
たい方、動画マーケティング担当の方、事業広報に動
画を使いたい方、YouTube動画を制作したい方…。
本校では、After EffectsやPremiereといったソフト
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出典： サイバーエージェント、2021年国内動画広告の市場調査を発表
動画広告市場推計
（2020年−2025年）

を使って人の心を動かす動画を制作する技術を学ぶ
だけでなく、企画から制作、マーケティングまでをトータルで学べるカリキュラムを用意しています。受講後には企業
の広報や、
フリーランスとしても活躍できる
「動画クリエイター」
を目指せるプログラムとなっております。

私たちの宣言。
正しく稼げる力＝役に立つ力を育てる。

「職につながる人材育成」宣言
私たちGCA（グローバルクリエイターアカデミー）は未来をつくる
学生達が日本企業や海外企業などで、能力に見合った就職（正
当な稼ぎ）につながる知識と技術、
そして社会組織で活かせるノ
ウハウとコミュニケーション力を身につけられる教育の場を提供
します。
そこから未来に、夢につながる“キカッケ”となれるよう全力
でサポートしていきます。

INTEGRATED STUDY
パソコンスキルや知識がなくても大丈夫！
どんな動画を作ったらいいのか、企画、構成、
撮影、
編集など制作に必要な知識と技術をトータルで学べます。
予備知識や基礎技術などPCスキルゼロからでも安心の指導カリキュラムになっています。

企画・構成
PLANNING

リリース・配信

プレゼン

RELEASE

PRESENTATION

納 品

絵コンテ

DELIVERY

STORYBOARD

ナレーション

撮 影

NARRATION

SHOOTING

音楽編集

ドローン撮影

MUSIC EDITING

DRONE SHOOTING

編 集
EDIT

LEARN,USE and CREATE.
創る
商品PR動画
SNS動画
YouTube動画、Live
TikTok動画
CM映像
企業イメージビデオ
ロゴアニメーション
レシピ動画
ファッション動画
HOW TO 動画
ミュージックビデオ
音楽LIVE配信 など

学ぶ

使う

企画・構成

After Effects

シナリオライティング

Premiere

絵コンテ作成

Audition

動画基礎

Illustrator

動画撮影、編集

Photoshop

音楽収録、編集

VN

ドローン操縦、撮影

OBS studio

クロマキー撮影、編集

Word

モーショングラフィックス

Excel

動画マーケティング など

PowerPoint など

目指せる資格
就職活動を有利に進めるため、資格取得・認定試験合格を
支援する授業を行います。
映像編集技能・映像撮影技能
アドビ認定プロフェッショナル
Illustratorクリエイター能力検定試験
Photoshopクリエイター能力検定試験
Microsoft Ofﬁce Specialist
（ Word、
Excel、
PowerPoint ）

現役プロの講師陣

提携企業／特別講師

現役プロの講師による直接指導。
業界の最新技術や知識を学習できます。

株式会社 Studio PEN
代表取締役社長

末棟 和也

テレビ番組をはじめ、企業や学校など
番組制作から動画制作、
ライブ配信な
どを手がける、最新の動画クリエイティ
ブ会社。

動画制作や動画配信は日本だけでなく世界中で需要が増えます。
企画、撮影から編集まで、
トータルのノウハウを持った即戦力はどん
な企業も大歓迎です！授業では失敗に恐れず色んなことにチャレン
ジしてほしいです！

学ぶ環境
プロと同じ環境で、現役クリエイターが
即戦力の知識と技術を指導。
世界中で使われているPremierやAfter Effectsなどの編集ソフトやフリーソフトなどの知識も学べるので、仕事の幅も広がりま
す。
クリエイティブな教室で充実した機材を使って現役クリエイターが丁寧に指導します。
また、留学生も多数在籍している学校な
ので、在学中からグローバルな環境で勉強することができます。

広がる経験
課外授業や企業などでのインターン制度を体験することで
将来につながるスキルと経験が身につく。
学校内で
学習・実践

学校外で
実践経験

社会で活躍

企業とコラボした課外授業も多く用意しているので、
より実践的な動画制作を学べるカリ
キュラムになっています。
また、企業での「インターン制度」
を利用して、社会に出てから必
要な「リアル」
なスキルを身につけることができます。
リアルを知ることで、
なんとなく学校に
通うのではなく、意識を持って学ぶことができるので、社会で即戦力として必要とされる人
材に育ち、結果的に自分の進みたい道への選択が広がると考えています。

未経験だけど、
メディア業界や
広告業界で
活躍したい！

自社のPR動画を
外注せずに
自分たちで作りたい！

技術を身につけて、
いろんなことに
チャレンジしながら
稼ぎたい！

世界に発信できる
ノウハウで、
人気YouTuberを
目指したい！

動画制作
クリエイター

企業の
広報・PR

フリーランスの
映像制作

YouTuber

「好き」を活かして、憧れの職種へ！
動画制作の技術は就活で差のつくアピールポイントに！
動画クリエイターの求人は増加中！！動画はプロモーションとして必須の広告ツールとなり、制作会社やメディア関係だけでな
く、
さまざまな業種の広報としても動画クリエイターは活躍できます！あなたの進みたい道、興味のある業種へ近づくための強
い味方です。

ーツ業界
スポ

ブライダル

音楽関係

サッカー、
野球大好き！

競争率の高い業界！

人気アーティストの

プロチームの広報として

SNS広告が必須な

裏方で

好きなことに携われる！

業界で強みに！

サポートしたい！

ョン・コス
ッシ
メ
ファ

テリア・不動産
イン

販売員ではなく
プロモーションで活躍！

飲食関係

業
ゲーム 界
ゲームが得意！

お店や商品の

エンジニアでなくても
ゲームの楽しさを
発信できる！

紹介など
人気店へのサポート

・自営業
家業

制作会社
TV

オシャレな空間を

先代の事業を

人気テレビ番組の

動画で紹介！

新しい切り口でPR！

制作に携われる！

就職サポート
プロが就職活動を徹底サポート。
在学中は、定期的に生徒との面談を実施しています。どんな企業で働きたいか、
どのような職業に就きたいかなど、要望をヒアリングし、ひとりひとりにより沿った
サポートを実施しています。また、提携企業へのインターンなどを通じ、推薦状の
作成など、可能な限りご要望に沿えるようにご対応しています。

学生の一日

授業時間は1日約4時間なので学生の皆さんのライフスタ

STUDENT’S DAY

イルに合わせたお好みのコース
（午前・午後）
を選べます。

《午前コース》

《午後コース》

授業時間 9:00〜13:05

授業時間 13:30〜17:35

プライベートも充実させたい!

学費を稼ぎながら学びたい!

午後からフリーだから勉強と遊びを両立させたい人にオススメ！

学費は自分で払うためにガッツリアルバイトをしたい人にオススメ！

8:30

通学

授業開始の10分前には到着！
オシャレな教室でモチベーションもアップ！

13:00

通学

お昼ご飯を食べて午後から通学。

9:00

授業（※）

撮影や編集など、個人制作、
グループ撮影など
授業で技術を集中取得！

13:30

授業（※）

プロの機材で本格的な作品作り。
ドローン撮影も！

13:05

授業終了

留学生たちとの国際交流や現役クリエイター
講師に質問できるクリエイティブな時間!!

17:35

授業終了

留学生たちとの国際交流や現役クリエイター
講師に質問できるクリエイティブな時間!!

13:30

カフェランチ

ショッピングも楽しみながら撮影したり
SNSアップだってスキルアップに繋がっちゃう！

19:00

夕食

アルバイトがない日は天神や博多エリアで
友だちと楽しめるお店もたくさん。

16:00

アルバイト

お金を貯めてオシャレしたい！
旅行に行きたい！

20:00

アルバイト

学費を自分で払うために
時給のいい夜間アルバイト。

21:00

バイト終了・ 帰宅

2:00

バイト終了・帰宅

（※…授業は月〜金で1日225分（5コマ）
の授業となります。午前・午後の授業内容は同じです。
）

在学生の声

The VOICE

へマントさん（ネパール出身）
HEMANT_Nepal

プロの機材を使って学んでいます。
授業でドローンやSONY PXW-FS7M2などプロが使っているカメラを
使用できるので、すごく刺激になります。他にも機材がたくさんあるので、
すごく勉強になります。日本の企業で就職できるように頑張っています。

トゥエンさん（ベトナム出身）
TUYEN_Vietnam

まったく初めてのスタートでした。
入学までは動画を制作したことがなかったけれど、0から教えてくれたの
でAdobeソフトが使えるようになり、動画も作れるようになりました。学校
とアルバイトの両 立は大 変だけど、好きなことを勉 強しているのでとても
充実しています！

k!

chec

学生作品のご紹介

学生の作品はYouTubeチャンネルからもご覧いただけます。

ABOUT FUKUOKA CITY!

福岡市ってこんな街

安くて おいしい 食 文 化
安くておいしいレストラン数は、東京、パリ、
ミラノに次いで福岡市は世界4位に選ばれた
街。海鮮・ラーメン・うどん・焼き鳥など、博多名物はもちろん、オシャレなカフェや話題の
お店も魅力的！さらに学生にも優しい安くておいしいB級グルメのお店も充実！飲食店の
アルバイトもたくさん！

住 みやすい若者の街
福岡は
「住みたい街ランキング2021」
や「若者率」
において日本1位を獲得。
「世界の住
みやすい都市」世界7位に選ばれたことも！アクセスのしやすさから、
コンパクトシティと呼
ばれ、住みやすく、働きやすい街としてビジネスマンにも人気の都市です。学びながら充
実したプライベートで、
ワクワクがいっぱい！

成 長し続ける街
年々人口が増え続けている福岡。創業と雇用の創出を目指す「グローバル創業・雇用創
出特区」
となり、
クリエイティブな企業が増えました。
また、天神地区では再開発促進策
「天神ビッグバン」、博多駅周辺の再開発事業「博多コネクティッド」
などの取り組みで、雇
用者数の増加も見込まれているので、就職に明るい街です。

近隣アパート・マンションの紹介。
学校の近辺に契約アパートやマンションを用意しています。
遠隔地からの入学者のために、予算に合わせて
（3万円台〜）複数のパター
ンのアパートやマンションから選択することができます。本校と連携した物件
なので、県外からの進学者も面倒な手続きがなく入居できます。

オープンキャンパス
GCA
OPEN CAMPUS
本校では、
ドローン撮影体験や編集体験などの
オープンキャンパスを定期的に開催しております。
保護者様の参加も可能ですので、
お気軽にご参
加ください。
右のQRコードよりどうぞ。

企業／社会人向け
技能取得コースのご案内
就職・転職・副業をお考えの方やフリーランスとして動画
コンテンツの制作をしたい方、外注していた広報の動画
コンテンツを内製化したい企業さまやマーケティング担
当の方など、個人・法人問わず学べる環境とカリキュラム
を用意しております。

今いる人材をクリエイターに。
広告頻度増、経費削減。
企業は新規でクリエイターを雇う余裕がないどころか
DXの導入で人員整理をしなくてはいけない状況。社員
さんに必要なスキルをつけてもらうことで今まで外注して
いたコストや打合せ時間の削減が可能。
個人店舗や事業者は、
自己プロモーション力が必須。
プ
ロに頼むと動画1本平均コストは30万円前後。動画技
術と知識でSNS広告ももっと有効に活用できます。

プロモーションの頻度増／イメージアップ
経費削減／集客アップ／収益アップ
など

活躍の場は︑
あなた次第︒

企業でも

個人でも
こんな職業やあんな業種も。
広がる選択肢。
動画クリエイターの求人は増加中！動画はプロモーショ
ンとして必須の広告ツールとなり制作会社やデザイン会
社だけではなく、一般企業内でも広報部などで活躍でき
るので、選択できる業種もさまざま。
時代に合った技術とノウハウを身につけることで動画ク
リエイターとして転職や就職、
副業、
さらにはフリーランス
として独立など、人生の選択肢の幅を広げられます。

大手企業広報／アパレル／ブライダル
スポーツ業界／飲食店／フリーランス契約
など

初心者でも中級者でも大丈夫︒
肩書は動画クリエイター︒

増 加 傾 向に あるデジタル広 告 ︑高 まる 動 画 需 要 ︒

時 代の流れ を 少しでも 早 く 取 り 入れて 次の一歩 を

増加傾向にあるデジタル広告、高まる動画需要。
これ以上の遅れを取ってはいけません
これ以上の遅れを取ってはいけ
けません！
時代の流れを少しでも早く取り入れて次の一歩を
時代の流れを少しでも早く
く取り
取り入れ
入 て次
入れ
て次の一
の一歩を
の一
歩を
踏み出しませんか？
踏み出し
出 ませんか？
？

これ 以 上の遅れ を 取ってはいけ ません！

踏み 出し ませんか？

初心者でも中級者でも大丈夫。
初
心者でも中級者でも大丈夫。
活躍の場はあなた次第。
活
躍 の 場 はあ なた 次 第 。

紹介動画やインタビュー動画など基本的な動画が知識や技術ゼロから作れるようになる「初心者コース」と、CGを
取り入れた動画やドローンなど特殊な撮影が学べる「クリエイターコース」をご用意しました。

初心者コース

クリエイターコース

3ヶ月間で50時間の授業

4ヶ月間で75時間の授業

中級者
上級者
向け

《主な授業内容》
Premiere proまたはFinal Cut Proの
基本操作ができる方のみのプロクリエイター実践コースです。
本格的な撮影や編集技術を学べます。

《動画制作カリキュラム》

《動画制作カリキュラム》

PR動画／SNS動画、
CM動画
YouTube動画／インタビュー動画などの制作

SNS・ YouTube動画／ドキュメンタリー動画／インタビュー動画
広告動画／マニュアル動画／レシピ動画などの制作

《動画制作に関連するカリキュラム》

《動画制作に関連するカリキュラム》

シナリオライティング／スマホ撮影、
編集／ナレーション収録
絵コンテ作成／ロゴアニメーション
カメラ撮影基礎／プロ機材撮影基礎／その他基本操作…など

シナリオライティング／スマホ撮影、編集／ナレーション収録
絵コンテ作成／ロゴアニメーション
カメラ撮影基礎、
応用／ドローン操縦、撮影／モーショングラフィックス
カラーグレーディング／動画マーケティング
クロマキー撮影、編集／オンライン配信…など

知識・経験・スキルが無くてもOKです。

Premiere または Final Cut の操作ができる方。

映像撮影技能3級／映像編集技能3級

映像撮影技能2級／映像編集技能2級

技能資格取得について

各コース修了時には、就職活動等の際に履歴書の資格欄に記載できる「映像撮影技能
3級・2級」、
「映像編集技能3級・2級」の取得修了証明書を発行いたします。

両コースの授 業 内 容・カリキュラムは 予 告 なく 変 更となる 場 合がございます︒
※

《主な授業内容》
Adobeの動画編集ソフトPremiere Proをメインに
After Effectsの基礎的なアニメーションなど、
動画制作で必要な基礎を中心にしっかり学べます。
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AIWA GROUPのご案内

愛和外語学院
国際アニメーション専門学校
九州ビジネス専門学校
愛和システムエンジニア専門学校

学 校 法人 愛 和 学 園

最新情報や生徒の作品動画はこちらから

グ ロ ーバ ル ク リ エ イ タ ー 専門学校

TEL.092-292-2470
〒812-0053 福岡市東区箱崎4丁目8-15
※google mapはQRコードからどうそ。

■電車の場合… JR鹿児島本線
「箱崎駅」より徒歩15分
地下鉄箱崎線
「箱崎宮前駅」
より徒歩5分
（あみやたてすじ）」より徒歩1分
■バスの場合… 西鉄バス「網屋立筋

GCA

動画

検索
hps://aiwa-gca.jp

