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クリエイター専門マネジメント会社が伝える、クリエイティブ×人材の今
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フェローズ総研

新卒クリエイターの採用

イラスト  せのお しんや
WEBマガジン「クリエイターズステーション」内、クリエイターズギャラリーより



人材・技術トレンドなどのクリエイティブ業界動向を、
フェローズならではの情報網と視点でお届けします

SDGs（エスディージーズ）とは？

新卒のクリエイター採用を
お考えの企業さまへ

～全国のクリエイティブ・芸術系の大学・専門学校の学生とのご縁をつなぐお手伝い～

Aさん

お問い合わせは、営業担当もしくはお問い合わせ
フォームからお気軽にご相談ください。

「お探しのクリエイター概要」に
新卒紹介希望 とご入力ください。
https://job.fellow-s.co.jp/for_company/form

※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

2021年7月末まで
サービス開始
キャンペーン価格 4050万円

「クリエイター専門 新卒紹介サービス」スタート︕

Hot Creative Words 業界トピックをチェック！

「Sustainable Development Goals」の略で「持続可能な開発

目標」という意味です。2015年の国連サミットで、2030年まで

に持続可能でよりよい世界を目指す国際目標として「持続可能

な開発のための2030アジェンダ」に記載されました。例えばド
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イツのスポーツ用品メーカーである「アディダス」が環境への

配慮として「100％リサイクル可能なランニングシューズ」を発

売しました。クリエイティブ業界においても、SDGsを達成する

ための取り組みが注目されています。

SDGs
HOT WORD

●学生の男女比はほぼ1：1

●卒業生の学科内訳

 全国の学生人数（全学部）

大学卒業後の主な職業別・就職者数

●クリエイティブ系学部生はわずか

●インターンシップ実施時期とその割合 ●インターンシップ実施期間

新卒クリエイターの採用
2022年卒の学生の就職活動が3月1日より本格的にスタート。
新卒クリエイターの採用についてデータをまとめました。

インターンシップは夏休み頃の実施が多く、
「1週間未満」と「2週間未満」を合わせると70％に！

専門学校生の方が就職希望率は高いが、2020年10月時点の内定率は50％を下回った

国内の大学および専門学校のなかでクリエイティブ系の学部生は約4％。その内、大学クリエイティブ系学部卒業生が就職してクリエイターになる割合は約47％

と、決して高いとはいえない。新卒の学生と出会う機会をどう作るかが課題の一つである。

一方学生にとって、企業や仕事を理解するためのインターンシップは一部の大手企業による実施が中心であり、職業体験の機会はまだ少ない。

2020年度卒業生はコロナ禍の採用抑制の影響で、10月時点では前年対比で内定率が下がっており、大学・専門学校の就職支援課が、2020年度と2021年度の2

学年同時に新卒就職支援を行わなくてはならない状況を生み出した。クリエイティブ業界では、2020年度の新卒採用について、4月入社の概念を取り払い、時期

をずらした新卒採用を行おうとする企業も、にわかに増えている。

注釈）今回のデータは、以下の調査資料の「芸術」「文化・教養関係」に属する一部をクリエイティブ系の学部・学科と定

義し、株式会社フェローズが独自にまとめたものです。また「専門学校」とは、専修学校における専門課程を対象として

います。

「学校基本調査」（令和２年度・文部科学省　※調査2020年）

「大学等におけるインターンシップ実施状況調査」（令和元年度・文部科学省）

「令和２年度大学等卒業予定者の就職内定状況」（令和２年度・厚生労働省および文部科学省）

2020年度は、大学のクリエイティブ系学部の卒業者は約1万5000人、その内、1万102人が就業
した。
クリエイティブ職への就職は、教員含めて47％で、内訳は「美術家、写真家、デザイナー、音楽家、
舞台芸術家」が36％、「その他の専門的・技術的職業従事者」が6%、「教員」は5％。

大学より専門学校の方がクリエイティブ系学部生の割合が高い。

10月時点での内定率は大学が専門学校を上回るが、翌4月1日時点では就職
希望者のほとんどが就職を決めている。
2019年度生は2020年4月1日時点で、大学生98％、専門学校生96.8％が就
職した。

「特定の資格取得に関係しないインターン」を経験した大学生（クリエイティブ系を含む全学部生）は、7万7594人。全学生の約3%に該当する。

全国の大学生＆専門学校生322万人のうち、クリエイティブ系学部生は約13万人＝約4％

大学クリエイティブ系学部の卒業生約1万5000人のうち、
約47％が卒業後はクリエイターに

大学生

○大学の卒業生1万5658人…美術2408人/デザイン4125人/音楽3516人/その他5609人
○専門学校の卒業生3万287人…美術1260人/デザイン7448人/音楽5466人/その他1万6113人

143万人（54.6%） 119万人（45.4%）

169万人（52.5%） 153万人（47.5%）
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こんな学生が、
企業との出会いを
求めています

芸術系大学在籍
（2021年3月卒業）

メディアデザインを学び、SNS・WEB
ディレクターを志望。Adobe系ソフ
ト、WEB系ソフト技術取得

Aさん
芸術系学部在籍
（2021年3月卒業）

映像制作を学び、CMディレクターを
志望。Adobe系ソフト、技術・撮影
技術取得

Cさん
芸術系学部在籍
（2021年3月卒業）

メディアアートを学び、映像制作会社
でプロデューサーを志望。Adobeソ
フト、３DCG知識など取得

万円
40万4000円（税込）50万5000円（税込）

26万人（43.3%）

34万人（56.7%）

262万人262万人

322万人322万人

60万人60万人 7万4555人 5万6645人 13万1400人

教員

53%（5373人）

男性31.4% 女性68.6% 男性44.1% 女性55.9% 男性36.9% 女性63.1%

6%（582人）

その他の専門的・
技術的職業従事者

5%（503人）

その他
クリエイター以外 36%（3644人）

美術家、写真家、
デザイナー、音楽家、
舞台芸術家

残りの約53％は、クリエイター以外の職種で就業している。

47％

紹介料

FELLOWS EXPRESS  タブロイド　P2 ～ P3　サイズ 273 mm x 406mm（見開きW546mm）



北村 竜也

このUX講座は、副題として「はじめてのUX」を掲げております。
UXデザイナーとして活躍されている方ではなく、UX、デザイン思考をこれから
学びたい方にぜひ聞いていただきたい講座です。
座学、ワークショップを交えて皆さんで楽しみながら学べればと思います。

【大阪】はじめての UXデザイン～入門講座
「UXってなに？どういう考え方？」をワークを通じて学ぼう！

Tatsuya Kitamura UXデザイナー

フェローズクリエイティブアカデミーでは、毎月新講座を企画！
皆さまの声から生まれるセミナーもございますので、ご意見・ご要望どしどしお待ちしております。
今回の新講座を、講師からのメッセージとともにご紹介いたします！

クリエイティブ業界の企業研修は、実績のある
フェローズクリエイティブアカデミーまで！
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クリエイターの皆さまの
「学びたい」気持ちをサポートいたします。

1.セミナー
講師は第一線で活躍する現役クリエイターで、実務に即したセミナー
を全国12拠点およびオンラインで展開しております。

2.クリエイターズファーム
未経験で映像・アニメ・Web業界への就業を希望される方に向けた、
無料業界研修です。  ※ご参加にはフェローズへの来社登録が必要です。

3.e-ラーニング
好きな時間・好きな場所でスキルアップしていただける無料
ネット講座です。

Fellows Creative Academy とは…

1.クリエイティブセミナー（オフライン /オンライン）
2.クリエイターズファーム（登録者無料）
3. e -ラーニング（ネット会員無料）

講座を受けた皆さまの声から生まれるセミナーも多数！
また、講師をしてみたい方も大募集中です。

文元 永美（ふみもと ひさみ）・澁谷 陽子（しぶや ようこ）
03-5728-5580 / academy@fellow-s.co.jp

大阪・京都担当　松本 萌（まつもと めぐみ）
06-4708-3601/ academy-kansai@fellow-s.co.jp

札幌担当　大川 紘枝（おおかわ ひろえ）
011-522-5860 / academy-sapporo@fellow-s.co.jp

こんにちは。札幌でアカデミーを担当している
大川 紘枝（おおかわ ひろえ）と申します。
フェローズエクスプレス第4号をお読みいただきありがとうございます。

今回より担当となりましたので、少し自己紹介いたします。
青森県出身で、昨年まで東京でエージェントをした後、
札幌に異動し、アカデミー担当をしております。
ディズニー（キャストもしてました）、ミュージカルなど、
エンターテインメントが好きで劇場へも足を運んでいます。

新年度がスタートしましたね。
今期は私が担当しているSNSの更なる発展に向けて、
講座のご案内だけでなく、
皆さまが共感できるような情報も発信していけるよう、
力を入れていく予定です。
「こんなことを発信してほしい！」など、
リクエストも受け付けておりますので
セミナーご参加の際は、
気軽にお声がけいただけるとうれしいです。

今回は、社員だけでなく、派遣社員のセミナー受講費もバックアップをされている
フリュー株式会社さまにインタビューいたしました。

常にスキル向上が求められるクリエイターに学びの場を提供。全国のフェローズ拠点でセミナーを開催！
セミナー（オフライン／オンライン）、ワークショップ、e-ラーニング、クリエイターズ・ファームを軸に

クリエイターの「学びたい」気持ちをサポートします。

※お問い合わせの際は、ご興味のある
　講座名・開催地域をお伝えください。

また、ぜひフォローもお待ちしております。
下記のQRコードから各アカウントへアクセスできます！

Fellows Announce Schoolのおすすめ講座2講座と
新講座特集でご案内しきれなかった講座を含む各拠点のリアル講座をピックアップしました！

株式会社フェローズ
Fellows Creative Academy事務局

セミナー受講費を会社で負担しようと
判断した理由は何ですか？

会社として社員の学ぶ意欲を支援する姿勢があり、派遣社員の

方にもぜひ積極的にスキルアップの機会を活用していただけれ

ばと思いました。

Q

A
セミナーを受けた後の社員の方・派遣社員の方の
スキルアップを実感しましたか？

Adobe Premiereの講座を複数の社員に受講してもらったのです

が、受講者が同じレベルで同時に、正しく基礎を学べたことが良

かったです。ちょうど動画編集の案件が重なっている時期でした

ので、実務にすぐ生かせました。

Q

A

今後、セミナーをどのように
活用したいと思いますか？

今後も雇用形態を問わず、メンバーにはスキルアップしてほ

しいので、紙、WEB、映像など制作のジャンルを越えて学ぶ際

のはじめの一歩として活用できればと思います。

Q

A
今後受けてもらいたい、身につけてもらいたい
スキルやソフトはありますか？

企画職のメンバーにAdobe Photoshopの基礎講座を受けて

もらい、知識だけでなく実際に手を動かすこともできるよう

になるなど、自分でできる業務の範囲を広げてもらいたいと

思います。

Q

A

色でデザインする！
～スタイル別配色の
コツ講座～

原田 靖子  カラーコーディネーター

研修にご参加、インタビューにご協力いただいた皆様、ありがとうございました！またのご参加を心よりお待ちしております。
教育及び人材に関するお問い合わせはエージェントまで！

第1回ナレーター・
アナウンサー向け「声磨き」講座

林 恒宏  ナレーター
 オンライン対 1

株式会社
「研声舎」代表

クリエイティブスキル企業研修
Creative skills training

New courses

Fellows Creative Academy セミナー受講費一覧

リアル対面式セミナー（2.5h）

正規価格  4,400円(税込)
フェローズからご就業中  3,080円(税込)
フェローズ登録者  3,520円(税込)

正規価格  3,850円(税込)
フェローズからご就業中  2,695円(税込)
フェローズ登録者  3,080円(税込)

対1オンラインセミナー
2h 17,160円(税込)
1h   8,580円(税込)

Fellows Announce School
支社

東京
講師募集中  

詳しいお問い合わせはお気軽に academy@fellow-s.co.jp まで！

【経験不問】Fellows Creative Academyでは、
フェローズの全国12拠点でご登壇いただける講師を募集中です！
これまで培ったクリエイティブな経験や知識・技術を
クリエイターのスキルアップに活かしませんか？対多数オンラインセミナー

90min　                        4,400円(税込)

については各ページでご覧ください。

アナウンサー志望必見！
自己PR講座

石井 しおり  アナウンサー
 オンライン対 1

シグマ・セブン所属
/ 毎週金曜・
日本テレビ「zip!」
ナレーション担当

取材ライティングの
秘訣～基礎講座

堀内 優美  ライター・アナウンサー
上手な作品は構成が
うまい！
クリエイティブ
ディレクターの構成講座

栗原 博之  クリエイティブディレクター

カメラ初心者向け！
写真撮影、映像制作が
上手くなる構図講座

これからAdobe XDを
学びたい方のための
初級講座

動画編集するなら
PremierePro！
初級講座

 オンライン

Web 初心者のための
HTML/CSS 講座
～超初級～

求められる価値と
魅せたい価値 /
ブランドからみる
デザイン心理

椛本 景子  村井 孝昭  Webデザイナー 森下 彰三  西村 直樹  フォトグラファー 中村 晃大  Webディレクター

小西 孝典

動画編集が流行している昨今、編集技術の次にぜひ覚えてもらいたいのが
画面内の文字情報のデザインです。
これができるとググッと画面がプロっぽくなると思います。
この講座では、コメントテロップに焦点を絞って、
プロの現場でのスキルを身につけていきます。

【オンライン】YouTube にも使えるPhotoshop でコメントテロップ講座
YouTube やテレビ番組で使える！Photoshopでコメントテロップを作ってみよう！

Konishi Takanori      映像作家

Shin( シン )

Webライティングの”基礎知識”に特化した講座を行わせていただきます。
ご経験が全くない方、これから挑戦してみたい方、
経験者だが自分の今のライティングに不安を感じている方へ…。
「これだけ知っていれば即！実践で使える」講座内容となっております。

【札幌】ライターとしてスタートするためのWebライティング講座
現役Webライターが
ゼロからライターとしてデビューする為の知識とノウハウを伝授します

Shin ライター・エンジニア

このバナー作成講座は、作成の基礎を学ぶだけではなく、
“よりクリックされるためのポイント”を重視しております。
Illustratorで作成しますので、
そこから印刷物への転用法も学んでいただけます。

【札幌】効果がでるバナー作成講座 /Illustrator 講座初級
ゼロから学ぶバナー作成！クリックされるバナーを作ろう

Nakajima　Shinichi グラフィックデザイナー

坂口 拓

近年、イラレは専門職以外の人も気軽に扱える時代になってきました。
クリエイターを目指す方はもちろん、
職場や学校で触れる機会のある方に向けた初級講座です。
最低限の基礎部分にフォーカスし、
一番身近な名刺デザインと実際に入稿する際のポイントを学べます。

【大阪】イラレで名刺デザインと印刷データ作成！初級
レイアウトや文字組みの基礎から入稿データ作成のコツまで学べます！

Sakaguchi  Taku          グラフィックデザイナー 北風 飛鳥

広報やライターとしてお仕事を任されると、どうやって、
何から書いていいのか、悩むことはたくさんあります。
今回のセミナーでは文章を構成するための考え方や、
執筆の際に意識すべきことなどを、
初めて文章を書く仕事に就いた方向けに解説していきます。

【大阪】わかりやすい文章を書くためのライティング超基礎
ペルソナ設定など、わかりやすい文章に必須な基礎を改めて学びましょう！

Kitakaze  Asuka ライター

水石 公基

本講座では、Photoshopの基本的な操作をはじめとして、
主に写真の切り抜きという技術の習得を目指します。
これからデザインを始める方や、
写真のレタッチ技術を磨きたい方に
わかりやすくお伝えできればと思います。

【札幌】切り抜き加工とレタッチで映える広告デザインをしようPs 初級
プロのデザイナーがネット上で検索しても出てこない、
写真の切り抜き手法を学ぶ事ができます。

Mizuishi  Koki グラフィックアーティスト

廣瀬 誠

情報技術「IT」に囲まれた生活を送る私たち。
多くの先人が築いた歴史の上に今日があります。
技術に使われるのではなく「イキイキと輝いて生きていく」ために活用して欲しい。
初めてのWeb作成。
文字や画像の表示など、一緒に基礎を学んでいきましょう。

【名古屋】コーディングを学びたい方のための HTML＆CSS 超初級
Web サイト制作をしたいなら、まずはHTML&CSS を学ぼう！

Hirose  Makoto Web開発・プログラミング講師

島 咲穂子

新しく開講されるライティング講座の講師を務めさせていただきます。
受講生の皆さんと共に学ぶ姿勢を大切にし、
楽しく学べる受講の時間にしたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

ライターを目指している方必見！書けるようになる文章講座～超初級～
他の方の文章を分析し、自分だけの言葉を探す方法を伝授します！

Shima Sahoko            ライター

インスタグラムを使ったマーケティングやブランディングをしたい！
でも何から始めていいのかわからない！
そんな方々に今すぐに使えるインスタグラムの運用方法や
フォロワーを増やすためのゼロからのアクションプランをわかりやすく解説します。

【大阪】集客・ブランディングのためのインスタ運用講座～超初級
講師が実際にアカウント運用をして得たノウハウを参考に、
集客につながる Instagram 運用方法を学ぼう！

Kikuchi  Akira マネージングダイレクター

野田 収一

昨年10月に正式リリースとなったGA4は、これまでの移行に比べても
大きな変更となっています。現在使用している
GA(ユニバーサルアナリティクス)が、使用できなくなってしまう夏までに、
完全移行を完了するには何を準備すべきか、
という点に重きを置いて解説をしています。

測定不能になる前に！最速で学ぶ GA4 への移行
GA4 の移行までカウントダウン！使えなくなってしまう前に、移行の手順を学びましょう！

Noda  Syuichi マーケター

中島 新一中島 新一

菊池 顕

映像クリエイター
・カメラマン

東京 大阪

福岡沖縄広島新潟札幌

ブランディング
カウンセラー

Twitter▶　　　　　　Facebook▶

【ご参加のセミナー】
●名刺づくりで学ぶ
Illustrator  講座～超初級～
●超初心者のための
After Effects ～入門編～
●【さくっと2.5h】
映像編集初心者のための
Premiere Pro 講座 / 基礎 Basic

フリュー株式会社

今年度も、どうぞ宜しくお願いいたします。

FELLOWS EXPRESS  タブロイド 8P　1P 273 mm x 406mm（見開きW546mm）



沖縄支社

株式会社琉球オフィスサービス
中小企業向けに特化し、目指すは “沖縄で一番いい会社 ”

福岡支社

株式会社クリエル
『クライアントファーストでWEB の価値を創り出す』

広島支社

パーマン株式会社
ものづくりが好きな人、
ものづくりをはじめたい人、
そんなみんなが集まる場所。

京都支社

株式会社 s.create
「滋賀がもっと好きになる！」 

大阪支社

株式会社スサノオ
ゲーム好きの中学生だった社長が
ｅスポーツの未来を担う

名古屋支社

株式会社エフカラー
リピーター率 90％！
女性目線を強みにHP を制作

東京本社

株式会社コミチ
漫画家さんの「作る」
「広げる」「稼ぐ」を
支える会社

仙台支社

株式会社モリカ
札幌支社

株式会社写真工房
北の大地でお客様の夢を叶える
写真を撮り続ける

下北沢という街を舞台にしたやわらかい日常、映画『街の上で』

ニュース投稿サービス

クリエイターズステーションに
PR情報を掲載しませんか？ Hello Japan! 日本は新年度で大忙しな方も多いと思いますが、こちら

シンガポールも、2月の旧正月が終わり、街に忙しさが戻ってきていま
す。人材のニーズも増えてきて、景気が戻りつつあることを感じていま
す。先日は､Webメディア制作会社にWeb｠Directorの方のご就業が決
まりました。クリエイティブ業界も元気になってきているし、クリエイ
ターの採用ニーズもこれから高まってくると思います。
フェローズシンガポールでは、人事マネージャーや営業、店舗マネー
ジャーなどクリエイティブ以外の職種でも採用のお手伝いをしており
ます。皆さまの周りでシンガポールや東南アジア諸国につながりがあ
る方は、ぜひご連絡ください！！

今泉 力哉（いまいずみ りきや）監督の
最新作、映画「街の上で」を一足お先
に鑑賞しました。
実は今泉監督作品を今まで見たことが無
かったこと、普段はサスペンスやホラー
ばかり見ていてこういった日常系をほと
んど見たことが無かったので 130 分という
大作を最後まで飽きずに見ていられるか
心配だった…が、要らぬ心配だった。

…続きはWebで！

1982年横浜市生まれ。
岩手県盛岡市出身のMC業の夫と
元気な保育園児の3人家族。
子どもを育てるようになって大体
の事は怒らなくなったし大体の事
は気にならなくなった。
猫とゲームとお酒が大好き。

2021年4月スタートのレポーター募集中！  

ご興味のある方は担当エージェントもしくは

クリステ編集部までお問い合わせください。

イベントやコンテンツ、商品などの情報を

タイムリーに投稿できるサービス。

審査なしで、6万人のクリエイターに発信

できます。

ニュース投稿
登録フォーム

石川県加賀温泉郷の「レディー・カガ」プロジェクトをはじめ、
全国各地の自治体や企業のプロモーションを手掛ける
大久保｠浩秀（おおくぼ ひろひで）さん。
クリエイティブの力で地域にスポットを当て、斬新なプロモー
ションを展開しています。
大久保さんは、いま人の心に“刺さる”プロモーションをどのよう
にして生み出しているのか？ たっぷりと語っていただきました。

プロフィール：
クリエイティブディレクター、コピーライター、CMプランナー。広告会社
のクリエイティブ職を経て独立。2017年に株式会社｠REACHを設立。
加賀温泉郷協議会の「レディー・カガ」が観光庁長官表彰。

coming 
soon...

●オリジナルデザイン雑貨で店舗拡大中。AWESOME STOREの秘密に迫る！

●電通ジャパニメーションスタジオ 武藤 隆史氏に聞く！

他にも、クリステの独占インタビューが続々公開予定です

大石                   j.oishi@fellow-s.com.sg
（シンガポール）     TEL: +65 6220 3802

勝田                   r.katsuta@fellow-s.co.jp
（日本）                ｠TEL: 03-5728-5580

シンガポールの人材・開発・制作に関するお問合せ先

「クリエイターズ ステーション」（愛称：クリステ）は、フェローズが運営する、日本中のクリエイターの方々を応援するためのメディア。
クリエイティブ業界のさまざまな情報発信をすることで、クリエイターの制作意欲を促進し、アイデアを生み出すきっかけとなる
メディアを目指しています。読者の皆さまが作品やニュースを投稿できるサービスもありますので、ぜひご活用ください。

全国各地のクリエイターによるレポート記事

総勢28人のクリエイターが独自の視点・観察眼で
世の中のクリエイティブをレポート！

フェローズ 12 拠点より、注目のクリエイティブ企業をご紹介！
クリエイティブ企業の代表は、今何を考え、どんな未来を描いているのか？
担当エージェントとともに、お話を伺いました。

クリステは全国のクリエイティブ企業の代表、有名クリエイターを
独占インタビューし、掲載しています。
その中から、編集部が選んだイチオシの記事をご紹介！

続き&その他の
記事はこちら

大久保 浩秀（おおくぼ  ひろひで）氏 ／ クリエイティブディレクター 、株式会社 REACH 代表

ライター：小泉 真治　撮影：橋本 直貴

REACH 大久保流・
“ささる” 広告作りと “そそる” 地域プロモーションの方程式

FELLOWS CREATIVE STAFF SINGAPORE PTE. LTD.
3 Shenton Way, #09-06 Shenton House Singapore 068805
Registration No. (ACRA) : 201329050C 
License No. (MOM) : 13C6828

まつみ あずさ
グラフィックデザイナー

募  集

完全無料！

登録費・
投稿費など
全て無料！

今すぐご登録フォームへ！

クリエイティブ
好奇心

PICK UP

Editor's Recommendation

Creators
Eye

シンガポールでも、
フェローズのクリエイターマネジメントreport

interview

新潟支社

シーリンク株式会社
漫画やキャラクターでの
情報発信、
コンテンツ開発をサポート！

金沢支社

株式会社 Asian Bridge
社会の問題課題を IＴでビジネス想像・解決

風雲会社伝

EXPRESS
06

EXPRESS
07

※取材先企業、募集中です！　
詳しくはエージェント
もしくはクリステ編集部まで
お問い合わせください。

高松支社

アド・セイル株式会社
四国・中国エリアにおける
デジタルマーケティング戦略
設計・運用 

CREATIVE STAFF
Singapore

FellowsSG代表のクリステコラム
クリエイターズエージェント
inシンガポール
シンガポールを中心に
ASEANのクリエイティブ
シーンに迫ります。
ぜひ読んでください。

URL：https://www.fellow-s.com.sg/

看板・サインのことならお任せください！

映像制作・放送、　Web・アプリ・システム開発
広告出版・グラフィック、ゲーム、アニメ、
プロダクトデザイン、空間デザイン

フェローズシンガポールのクリエイティブ領域 

◀

賑わいが戻ったシンガポール
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フェローズ出資作品（ディグ＆フェローズ企画制作）

『峠 最後のサムライ』の公開日が、2021年7月1日（木）

に決定しました！累計部数381万部超、司馬遼太郎

の名著が初の映画化！日本映画界が誇る名匠・

小泉堯史監督のもと、役所広司、松たか子、仲代達矢

など豪華キャストが集結。幕末の動乱期を描いた

超大作！

フェローズ出資映画『峠 最後のサムライ』
の公開日が、2021年7月1日（木）に決定！

デジタル時代に機能する広告とは？
クリエイティブNEXT 第三弾開催！
「マーケティングを超越するクリエイティブ3か条」

Topics

●拠点名  
東京/札幌/仙台/新潟/金沢/名古屋/大阪/京都/広島/高松/福岡/沖縄/
シンガポール

●会社概要      ＊労働者派遣事業（派-13-070556） ＊有料職業紹介事業 （13-ユ-070478）   
クリエイター（映像制作・WE B・グラフィック・ゲーム・アニメ・空間・
プロダクト等）の派遣・紹介（転職）等に特化した人材サービスを提供。
クリエイターのスキルアップをサポートする「フェローズ・クリエイティ
ブ・アカデミー」の開催、WEBマガジン「クリエイターズステーション」の
運営、映画プロジェクトなど

●発行内容
発行元  株式会社フェローズ
発行人  野儀 健太郎
編集長  市川 桂

デザイン 小池 玄 （GOODMORNING DESIGN INC.）

表紙イラスト せのお しんや

通巻4号  2021年4月1日発行

●お問い合わせ先
株式会社フェローズ｜クリエイター専門のマネジメント会社
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-7-7 EBSビル5F
TEL：03-5728-5580（代表）      https://www.fellow-s.co.jp/

クリエイターの
転職・派遣の仕事情報は
コチラ

フェローズへの
クリエイター登録は
コチラ

クリエイターをお探しの
企業さまはコチラ

注意事項　本誌記事内容に関するお問合せ・ご意見はFellows Express編集部までお寄せください。   ©株式会社フェローズ　本誌掲載記事の無断転載を禁じます。       Printed in Japan

作品はこちらから

第3回フェローズフィルムフェスティバル学生部門の作品上映会およびコンペティション授賞

式を渋谷ユーロライブで開催しました。コロナウイルスの感染予防対策のため、会場には作

品関係者のみが来場、映画祭の模様はYouTubeライブで生配信を行いました。受賞者および

受賞作品は、公式ホームページで公開中！　https://www.fellow-s.co.jp/fff-s/

第3回フェローズフィルム
フェスティバル学生部門を開催。
作品上映会・授賞式を
YouTubeで生配信！ 

短編映画祭映画協賛

次世代クリエイターの夢をバンダイナムコグループが応援！
「夢応援団～DREAM SUPPORT PROJECT～」の
WEBエントリーが開始

株式会社バンダイナムコホールディングスは、次世代クリエイターの夢を
応援する「夢応援団～DREAM SUPPORT PROJECT～」の第2回目の開
催を決定。
「夢応援団～DREAM SUPPORT PROJECT～」とは「エンターテインメン
トの世界で将来活躍したい」という、次世代クリエイターの夢をバンダイ
ナムコグループとして支援することを目的にしたプロジェクトで、2021年
2月1日（月）10時よりエントリーの受付を開始しています。

株式会社バンダイナムコホールディングス

第8回 三鷹市星と森と絵本の家 
回廊ギャラリー展示 絵本作品公募

あなたの自由な発想で作った絵本の原画を、三鷹市
星と森と絵本の家の回廊ギャラリーに飾りませんか？
星や月などの「天体」や、広く「宇宙」をテーマにした、
個性あふれる絵本作品を募集します。
物語絵本や科学絵本、写真絵本など、ジャンルは問い
ません。
募集期間は2021年4月1日（木）～4月15日（木）
まで！ 

三鷹市星と森と絵本の家

●発行によせて

本紙のスピンオフコンテンツ「FELLOWS EXPRESS Digital」がお届けする「クリエイティブ

NEXT」。二回目は、 「筑紫哲也NEWS23」「夢の扉＋」、現在「サンデーモーニング」プロデュー

サーの黒岩　亜純氏をお迎えし、誰でも情報発信ができる今の時代に、映像メディアが求めら

れることについて語っていただきました。

TBSプロデューサーが語る「人類総クリエイター時代に
映像メディアが求められることとは！？」
オンライン特別セミナー第二弾開催！

4号をお読みくださりありがとうございます。
フェローズ総研では新卒のクリエイター採用について調査しました。未来のク
リエイターを育てていくことは、企業1社1社だけではなく、フェローズのような
人材会社がハブとなる必要性を改めて感じました。皆さまと一緒に未来のクリ
エイターを育てていければ幸いです。

編集長 市川 桂

フェローズオンラインセミナー

EXPRESS
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News pick up by 

「FELLOWS EXPRESS Digital」第三弾！ 「クリエイティブの力でローカルをメジャーに！」を

スローガンに、全国各地の自治体や企業のブランディングおよびプロモーションを担当され

ている大久保 浩秀氏をお迎えし、「マーケティングを超越するクリエイティブ 3 か条」につ

いて語っていただきました。

フェローズアナウンススクール

特別企画！「スーパーＪチャンネル」の
初代キャスターを務めた
石井 江奈氏による
「声」に向き合う話し方講座開催 

※このニュースは、クリエイターズステーション（http://www.creators-station.jp/）ニュース投稿サービスに掲載された記事を転載しています。

「プロ野球ニュース」をはじめとしたスポーツニュースのキャスターや、情報番組

「ジャスト」などのリポーターを歴任したフリーアナウンサー石井　江奈氏を講師に

迎え、「自信」をもって「想い」を伝える手法が学べるオンライン特別セミナーを開

催。プロのコミュニケーション術や発声法など、日々実践できる話術や声の磨き方

をレクチャー。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

フェローズオンラインセミナー
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