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★活躍する卒業生
Nuno Bettencourt / Billy Sheehan / 
Flea / Steve Vai / Steve Lukather / 
Ray Parker Jr. / Stewart Copeland / 
Fishbone / George Lynch / 
Allan Holdsworth / Marcus Miller / 
Chaka Khan / Joe Satriani / 
Marty Friedman / Sheila E. / 
Stanley Clarke / Larry Carlton / 
Gus G / John 5

★来校アーティスト

MI（Musicians Institute）は全米音楽学校協会による正式な認可校です。1977年に創設され
たGIT（ギター科）にはじまり、現在はベース、ドラム、ヴォーカル、インディペンデントアーティ
ストデベロップメント、レコーディング、ギタークラフト、さらには音楽ビジネスの学科に至るま
で、総合音楽学校として確固たる地位を築きあげています。世界の音楽シーンで活躍する著名
なミュージシャンを多数輩出しているのもMIの実力を示す大きな特徴です。

世界の音楽シーンへの架け橋!
全米音楽学校協会認可、ハリウッドにある音楽学校

Vocal / Guitar / Bass / Drums / Keyboard Technology / Composition (Scoring for Visual Media) / 
Songwriting and Production / Songwriting / Music Business / Studio Recording / 
Live Music Event Production / Audio Engineering / Guitar Craft / Artist Producer Entrepreneur / 
Electronic Music Production / DJ / Independent Artist

【設置学科】

MUSICIANS INSTITUTE

EIは世界で初めてのメイクアップスクールで、1966年にハリウッドの中心に設
立されたプロのメイクアップアーティストを養成する学校です。高等専門学校認
定委員会によって認定された数少ない学校のひとつでもあります。映画の都ハリ
ウッドにマッチングした特殊効果メイクアップのプログラムを筆頭に、化粧品会
社、サロン、写真スタジオ、結婚式、テレビ（HD含む）、コマーシャル、映画、
ショートフィルム、フェイスペインティング、ボディペインティング、ミュージックビ
デオ、ハイファッション、ランウェイなどでのメイクアップビジネスで活躍する卒
業生を多数輩出しています。

SCHOOL OF PROFESSIONAL

W H E R E A R T I S T R Y M E E T S I N D U S T R Y

MAKEUP

ハリウッドにある
ESP学園の姉妹校

エンタテインメントの聖地ハリウッドには、

世界中から夢を実現するためにたくさんの若者が集まります。

広大な市街地に学校が立ち並ぶキャンパス・ハリウッドのスケール感はまさに圧巻です!

メイクアップビジネスの様々なジャンルを
網羅した、スペシャリスト養成校

6752 Hollywood Blvd., Hollywood, CA 90028 U.S.A.
TEL.（323）462-1384　FAX.（323）462-6978　www.mi.edu

Elegance International
6767 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 U.S.A. 
TEL.（323）871-8318　FAX.（323）871-8367　www.ei.edu

ハリウッドのエンタテインメントシーンの中心である映画、テレビ、演劇などで活
躍する俳優を養成する学校がTOA（Theatre of Arts）です。開校90周年にお
よぶ歴史の中では、アカデミー賞28回、ゴールデングローブ賞43回、エミー賞7
回、SAG賞3回、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェーム26回という業界トップの功績
をもつハリウッドで最も歴史のある演劇学校です。これまでにMar i lyn 
Monroe、James Dean、Gary Cooper、Gregory Peck、Natalie Wood、
Jane Russell、 Ingrid Bergman、Clint Eastwoodなどの俳優がTOAで学
びトップタレントとして活躍しました。

90年の歴史を持つ
映画の都ハリウッドの俳優養成校

Theatre of Arts
6767 Sunset Blvd., Hollywood, CA 90028 U.S.A.　
TEL.（323）463-2500　FAX.（323）463-2500　www.toa.edu

Paul Gilbert（Mr.Big, Racer X） / Jennifer Batten（Jeff Beck, Michael Jackson） / Chad 
Smith （Red Hot Chili Peppers） / Scott Shriner （Weezer） / Rivers Cuomo （Weezer） / 
Brian Bell（Weezer） / Alessandro Cortini （Nine Inch Nails, Mayfield 4） / Fred Clark
（Chaka Khan, Ray Charles, Stevie Wonder） / Laurence Cottle （Eric Clapton, Headless 
Closs） / Alex Al（Stevie Wonder, Tupac Shakur） / Lance Morrison（Alanis Morissette, 
Don Henley, Alice Cooper） / Toss Panos （Steve Vai, Andy Summers, Robben Ford） / 
Enrico Sessalgo（Steve Vai） / Ray Luzier （Korn, STP, Army of Anyone, David Lee 
Roth） / Matt Laug （Alanis Morissette, Slash） / Curt Bisquera （Elton John, Mick Jagger, 
Bonnie Raitt） / Kalen Chase （Korn） / KC Musmecci（Korn） / Dave Weiner（Steve Vai） 
/ Toshi Hiketa（David Lee Roth） / Rafael Moreira（Christina Aguilera, PINK） / Oscar 
Cartaya （Jennifer Lopez, Spyro Gyra） / Chris Maloney （Lisa Loeb, Dweezil Zappa） / 
Synyster Gates （Avenged Sevenfold）

Marty FriedmanChad Smith

この施設は、A/Vシステムのスペシャリスト

MW Audioによって設計されました。

MW Audioは、Apple、YouTube、Red Bull、

Google、Activisionなどの設計も行っています。

・ ステージ後方に18×10ft（約5.5m×3m）のフル1080p HDビデオウォール
・ ハイエンドの電動式、可動式およびネットワーク式Chauvetの照明
・ ロボットアームに4台のHDパンチルトズーム（PTZ）カメラ
・ 最大20台の独立したフル4Kビデオカメラが接続できるHD-ISDNコネクション
・ プロ放送用 Black Magic ATEM スイッチャー
・ 会場全体にはCAT6（カテゴリー6 ケーブル）ネットワーク
・ DANTEデジタルオーディオネットワーキングシステムを介した96kHzオーディオで
  64チャンネルのProTools HDリグ
・ ヤマハCL-5のフロントオーディオコンソールとQL-5モニタリングコンソール
・ 2 x Focusrite Rednet インターフェース
・ 完全防音で音響設計された壁、屋根と床
・ $500k+A/V ライトとオーディオシステム
・ 専用シャワーとミニバー付きの広 と々した控え室

設備

E S Pは
世界の
ブランド マダム・タッソーハリウッド
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HOLLYWOOD AREA MAP

ハリウッド高等学校

グローマンズ・
チャイニーズ・シアター

ハリウッド＆ハイランド

エル・キャピタン劇場

ハリウッド蝋人形館

LIVE HOUSE HOLLYWOOD
1534 N Highland Ave., Hollywood, CA 90028 U.S.A.
TEL（323）860）-1106     www.livehousehollywood.com



エンタテインメントの聖地、ハリウッドでは夢を持った若者が世界中から集まります。MI
ハリウッドでは世界中の各国からやってきた学生たちと、文化そしてスタイルの違いを
通して音楽を学ぶことができます。先生もこちらで活動しているプロミュージシャンで、フ
レンドリーでわかりやすくレッスンをしてくれます。日本とは違う環境ですが、本場で学ぶ
経験はきっとみなさんの音楽に対する熱心さ、そして気持ちがより高まると思います。

MIハリウッド ボーカル科講師／Katsuya Sezaki（瀬崎克也）

MIハリウッド 講師からメッセージ
TEACHER
MESSAGE

MIハリウッド留学
MIハリウッドへ留学を希望する
在校生と卒業生に向けて、 
ESP学園内に留学相談窓口を開設しています。 
プログラムの案内、授業内容、
手続きの流れから現地のタイムリーな
情報を提供し、渡米前の留学準備における
不安を解消することを目的としています。

【対象】ESP学園在校生・卒業生　【期間】5週間～3年

【設置学科】
Vocal / Guitar / Bass / Drums / Keyboard Technology / 
Composition (Scoring for Visual Media) / 
Songwriting and Production / Songwriting / 
Music Business / Studio Recording / 
Live Music Event Production / Audio Engineering / 
Guitar Craft / Artist Producer Entrepreneur /
Electronic Music Production / DJ / Independent Artist

海外研修プログラム
ESP学園では在籍期間中の毎年6月～8月ごろにお試しでハリウッドに留学できるチャンスがあります。 
世界中から集まってくるさまざまな人種の学生と交流を持つことは、その後の活動において大きな財産となるでしょう。

【対象】ESP学園生　【期間】1週間（～2週間）　【時期】6月～8月

アメリカ・ハリウッドにある全米音楽学校協会にも認可された音楽学校MIハリウッド、
メイクアップのスペシャリスト養成校であるELEGANCE INTERNATIONALと
いったESP学園の姉妹校で希望のレッスンプログラムを選択。さらに、レッスン
以外にも名所を観光する充実したオプショナルツアーにも参加可能。

お試し1週間留学ツアー
□ 歌  □ 演奏  □ ダンス  □ 演技  □ 音響  □ ミュージックビジネス …etc.

世界を舞台に活躍する講師から学ぶ、超！短期留学

MIハリウッドでは、各パートに分かれ課題
曲に取り組みます。レコーディングを学ぶ
コースや本場のダンス・演技を学ぶコース
があり、EIでは特殊メイクを学ぶコースもあ
ります。最終レッスンのあとにはMIコンサー
トホールに集まり修了証書授与式! そして
最後はアフターパーティーを楽しみます。

世界で活躍する
プロ講師によるレッスン

「ディズニーランド」、「ユニバーサルスタジ
オ」、「グランドキャニオン」、「カタリナ島ハ
イキング」、「サンディエゴ観光」、「ESPギ
ター工場見学」、「Taylorギター工場見
学」、世界で有名な楽器展示祭典
「NAMM Show」の中から好きなツアーを
選んで参加します。

好きなツアーを
選んで参加

・ESP学園生全員が参加可能
・研修先はハリウッドの姉妹校
・自分に合った希望のレッスン
 プログラムを選択

MIハリウッドにて入学審査

MIハリウッド入学許可通知到着

VISA面接予約

ロス滞在先手配・航空チケット予約・部屋探し

CLASS REGISTRATION（クラス登録）

MIハリウッド留学 入学までの流れ

世界の一流楽器と最新技術に触れる

1 ロサンゼルス到着

2 MIハリウッド・LH見学

3 NAMM Show見学4

5 工場・工房見学＆観光6

7 帰国

DAY

スケジュール（2020年1月実績）

ハリウッドのど真ん中で
貴重なエンタメ体験
エンタテインメントの聖地と呼ばれるハリウッ

ドは、すごくエネルギッシュな街でした！ MIハ

リウッドの学生や先生との交流も新鮮で、日

本とは違う環境での学びが本当に楽しかった

です。一歩学校を出ると、テレビでしか見たこ

とのない景色が広がっていて、スケール感に

圧倒されました。ハリウッドでの学びは、確実

にスキルアップになったと思うので、これから

もデビューを目指して一所懸命頑張ります！

シンガーソングライターコース

三島 梨花子

アメリカの空気感に感動
オーディオエンジニアプログラムで海外研修

に参加しました。同じ機材でも使い方やオペ

レート方法が違うなど、国の違いを体感しまし

た。グラミー賞を受賞した先生からの授業や、

ハリウッドの最新設備が揃うライブハウスで

オペレートをするなど、とにかく刺激的な毎日

でした！2日連続で世界最大の楽器ショー

NAMM SHOWへ参加し、最新機材がずら

りと並ぶ様は圧巻で、また来年も行きたいと

思います。

レコーディングコース

野上 祐

プログラム参加者の声

ESPのブースはもちろん、世界中のギター、ベース、ピアノ、管楽器メーカー
が集結している様は圧巻。NAMM Showの特徴はなんと言っても「試奏可
能」。見た目や音色だけでなく、感触や重量などの演奏性まで確かめられる
ので、楽器技術者としては勉強になることばかり!

世界最大規模のショーで、楽器の最先端を知る
楽器メーカーの工場も見学可能。ESPやschecter、Taylorなどの
現場の空気を感じることができます。

世界トップレベルの技術を見学

アメリカのカリフォルニア州で年に1回行われる世界最大規模の楽器トレードショー
「NAMM Show」に参加し、世界の最新技術を勉強できるツアー。
さらに現地のギター工場や管楽器工房などにも行くことができる、オプショナルツアーにも参加可能。

□ 展示会見学  □ 楽器工場見学 …etc.

アメリカのテネシー州ナッシュビルで年に1回行われる楽器トレードショーです。
ライブハウスが軒を連ねるストリートがあるなど、街全体がエンタテインメントで溢れています。

□ 展示会見学  □ ライブハウス見学 …etc.

ハリウッドで本場のエンタメに触れる エンタメの聖地ハリウッドで学ぶ

1 ロサンゼルス到着
2 姉妹校見学・各校でレッスン
3 各校でレッスン4

5 オプショナルツアー参加
6 自由行動
7 帰国

DAY

スケジュール（2020年1月実績）

※更に延泊することも可能です。

短期

1週間

長期

5週間～3年

MI SELECT
10週間の短期留学プログラムです。

期 間 10週間 入学時期 1月・4月・7月・10月入学条件 M-1ビザ・高卒以上

MI SELECT EXPRESS
5週間の短期集中留学プログラムです。

期 間 5週間 入学時期 1月・4月・7月・10月入学条件 観光ビザ・高卒以上

MI CertificateというMIハリウッドの卒業資格を取得できる人気のコースです。

入学時期 1月・4月・7月・10月期 間 1年間入学条件 F-1ビザ・高卒以上

CERTIFICATE

学位を取得しないプログラム

BACHELOR OF MUSIC DEGREES（学士号）
Los Angeles City Collegeで一般教養の単位を取得し、
卒業時にBachelor of Musicという4年制大学卒業資格が取得できます。

入学時期 1月・4月・7月・10月期 間 3年間入学条件 F-1ビザ・TOEFLiBT61点以上・高卒以上

ASSOCIATE DEGREES（準学士）
Associate of Artsという短大卒業資格が取得できます。

期 間 1年6ヶ月 入学時期 1月・4月・7月・10月入学条件 F-1ビザ・高卒以上

学位取得プログラム
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Facil ity Description

最新の環境で
プロを目指す。
プロが使用する「最新」と「定番」の
機材で構成され、現場と同様の環境で
学ぶことがきます。

F L O O R  M A P

4F

3 F

F

5,6F

1F

施設・設備の詳細
はウェブサイトで
紹介しています。

CHECK
WEBSITE

レコーディングスタジオ

デビュー・キャリア
サポートルーム

講義室

アンサンブルスタジオ

コンピュータルーム

声優・アクタールーム

ヴォーカルルーム

シンガーソングライタールーム

ベースルーム

ドラムルーム

ギタールーム

ダンススタジオ

機材ラボ

図書室

ライブホール

エントランスホール

教職員室
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※各ページに記載されている全ての授業（カリキュラム）名及び内容は、
年度により一部変更または追加される場合があります。

MUSIC ARTIST

VOICE ACTOR

MUSIC       ENTERTAINMENT STAFF

音楽アーティスト科
 ｜2年制｜昼間部｜

MUSIC ARTIST

P.32
■P.10

■P.11

■P.12

■P.13

■P.14

■P.15

■P.16

■P.17

■P.18

■P.19

■P.20

■P.07

ヴォーカルコース

シンガーソングライターコース

ギターヴォーカルコース

ギターコース

ベースコース

ドラムコース

アーティスト総合コース

ネットアーティストコース

サウンドクリエイターコース

ヴォーカルパフォーマンスコース

ダンスパフォーマンスコース

New

New

音楽芸能スタッフ科
 ｜2年制｜昼間部｜

MUSIC ENTERTAINMENT STAFF

夜間部
NIGHT SCHOOL

■P.30

■P.31

■P.32

■P.33

■P.34

■P.35

■P.36

■P.53

PAコース

レコーディングコース

PA&レコーディングコース

照明コース

ローディーコース

企画制作コース

マネージャーコース

声優芸能科
 ｜2年制｜昼間部｜

VOICE ACTOR

音楽アーティスト科Ⅱ部
ヴォーカルコース　シンガーソングライターコース　ギターヴォーカルコース　
ギターコース　ベースコース　ドラムコース　サウンドクリエイターコース　　

音楽芸能スタッフ科Ⅱ部
PAコース　照明コース   

学
科
・
コ
ー
ス
紹
介

■P.21

■P.27
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STUDENT
VOICE

元々習っていたピアノで
弾き語りがしたくて、
また一から勉強しています。
元々ピアノを8年間習っていて、弾き語りの技術を高
める為に、キーボードの授業を選択しました。詳しい
コードの話も聞けて、キーボード以外でも役立つ知識
が増えました！より多くの表現方法を掴んでいければ
と思っています。

ヴォーカルコース

黒木 陽月
声優アーティストコース

野方 舞姫
ローディーコース

吉村 ほのか

音楽アーティスト科

キーボード

専攻

選択授業

役者に必要なリズム感を
ドラムの授業から学ぶ。
声優アーティストコースなのにドラム？とよく友達から
言われますが、実は役者にはリズム感も大事です。授
業で曲に合わせて台詞と振りをつける演目をした時
に、頭で8カウントを感じ続けることができ、ドラムを選
択してよかった！と思いました。

声優芸能科

ドラム

専攻

選択授業

色々な音楽スタッフの
仕事を理解したい。
日頃のローディーコースの授業では、主に楽器の
セッティングやメンテナンスがメインですが、裏方の
スタッフの仕事全般を一通り理解したいと思い、前
期は照明を選択しました。後期の選択授業ではレ
コーディングについても勉強しています！学ぶことが
増えるにつれて、就職先の幅も広がりますね。

音楽芸能スタッフ科

照明

専攻

選択授業

PLUS

音楽アーティスト科

声優芸能科

音楽芸能スタッフ科

PLUS

選択授業
E L E C T I V E S

音楽アーティスト科 
ヴォーカルコース例

楽器や作曲、スタッフの
仕事にも興味がある…。

ギター
PLUS

1年前期
選択授業

DTM

レコーディング

PA

1年後期
選択授業

2年前期
選択授業

2年後期
選択授業

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

ヴォーカル
PLUS

ドラム
PLUS

ベース
PLUS

ギター

PLUS

DTM
PLUS

ダンス

PLUS

PA

PLUS

アフレコ
PLUS

キーボード

PLUS

楽器メンテナンス
PLUS

照明
PLUS

レコーディング

※声優アーティストコースは、アーティストプログラム（ギター・ベース・ドラム・キーボードなど）から選択します。

この他にも多数の授業が選択できます

PLUS

+セッション　+アコースティックギター　+アニソン　+ボーカロイド　+DJ　+WEBデザイン　+メイク　+英会話　など

ヴォーカルコース 声優アーティストコース ローディーコース

E L E C T I V E S
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選
択
授
業



音楽
アーティスト科○2年制M

usic A
rtist

学びの
ポイント

  Music Artist

03POINT

音楽業界各社を招いて、ESP学園生限定のオーディションを多数開

催。また入学後に選択できる「エグゼクティブプログラム」と「選択授

業」で、それぞれの可能性を広げます。

02POINT

最先端で活躍中のアーティストやダンサー・クリエイターなどを招き、

ESP学園でしかできない特別授業を実施。在学中は実践形式の授

業やライブなど多数のイベントで成長を促進します。

01POINT

30年以上の歴史で培ったESP学園独自の育成カリキュラムを少人

数で学ぶことにより、効率よく成長できます。また、プロとしてキャリア

を積んだ講師陣が知識と技術をレクチャーします。

音楽アーティスト科

自らの専攻コース+他コースの必修
授業を受講できるのが「デュアル
アーティストプログラム」。例えば
ドラムコース＋ヴォイストレーニング、
ダンスパフォーマンスコース+DTM、
サウンドクリエイターコース+ベー
ス&ドラムなど幅広い知識、技術を
身に付けることができます。

デュアルアーティストプログラム

デビューを目指しながらも、ビジネス
系講座やキャリアセミナーを受講し、
就職も視野に入れたアーティスト＋
社会人キャリアを学びます。

キャリアプログラム

音楽アーティスト科のベーシックな
プログラムが「プロフェッショナルプ
ログラム」。入学時に専攻したコー
スの中で、基礎から応用部分まで
じっくりと学んでいきます。

プロフェッショナルプログラム

プロミュージシャン・アーティスト・ダ
ンサーなどを目指しながら、その分
野のインストラクティングテクニッ
クを身に付けることで、インストラク
ターの道も同時に目指す事ができ
ます。

インストラクタープログラム

海外での活動を視野に入れる学生
には、ESP学園の姉妹校、MIハリ
ウッドへの留学支援を行います。在
学中の海外研修プログラムから短
期留学、またESP学園卒業後の長
期留学など、エンタテインメントの
聖地ハリウッドでの学びをバック
アップします。

海外留学プログラムExecutive Programs

I N D E X
P.10  ヴォーカルコース

P.11  シンガーソングライターコース

P.12  ギターヴォーカルコース

P.13  ギターコース

P.14  ベースコース

P.15  ドラムコース

P.16  アーティスト総合コース

P.17  ネットアーティストコース

P.18  サウンドクリエイターコース

P.19  ヴォーカルパフォーマンスコース

P.20  ダンスパフォーマンスコース

▼ 楽器・弾き語り専攻
▼ DTM・トラックメイキング専攻

▼ ヴォーカル専攻

▼ ベース専攻

▼ ヴォーカル専攻

▼ ダンスヴォーカル専攻

▼ ギター専攻

▼ ドラム専攻

音
楽
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
科
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音楽アーティスト科

コース

◉バンドヴォーカル　◉ソロヴォーカル　◉ヴォーカルユニット　◉アニソンシンガー　
◉コーラス　◉ゴスペルシンガー　…etc.

ミュージシャン

目指す仕事 Aiming works

CHECK
WEBSITE

発声におけるメカニズムを念
頭に置きながら、呼吸・身体全
体への共鳴・正確な音程・言
葉(母音や子音)等の上手な
使い方やコントロールの方法
を身に付けます。

▲
ヴォーカルテクニック

様々な音楽スタイルの課題曲
を通して、テクニックやリズム、
グルーヴフィールやステージン
グ技術の習得を目指します。
ライブの演奏を通してステー
ジパフォーマンスの更なるグ
レードアップをはかります。

▲

ライブ実習

ヴォイストレーニング/グループヴォーカル/セオリー＆イヤー
トレーニング/リズムヴォーカルの歴史と体系/歌唱実習/選
択授業/選択楽器（ギター/キーボード）/ヴォーカルスタイル
/ソロプロジェクト/スタジオワーク

▲

その他のカリキュラム

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例

1時限
09:00～10:30

セオリー＆
イヤートレーニング

リズムヴォーカルの
歴史と体系

選択楽器
（ギター・キーボード他）

ヴォイス
トレーニング

一般教養

グループ
ヴォーカル

ヴォーカル
スタイル

歌唱実習

ヴォーカル
テクニック

ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

AIMING FOR DEBUT FROM STUDENTS

●エイベックス・マネジメント株式会社　●株式会社エスエム・エンタテインメント　●株式会社スターダストプロモーション　●株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ

●株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント　●株式会社テレビ朝日ミュージック　●ビクターミュージックアーツ株式会社　●株式会社ポニーキャニオン　

●株式会社ホリプロ　●株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス　●株式会社ワタナベエンターテインメント　

●株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント　●株式会社LDH JAPAN　●LINE MUSIC株式会社　●株式会社YG ENTERTAINMENT JAPAN

A R T I S T  S E M I N A R

青木カレン 大村孝佳 IKUO

わかざえもん Shane Gaalaas K-TA

●青木カレン　●IKUO　●大村孝佳　●きこり　●K-TA　●小林信一　●Shane Gaalaas　
●SYU　●BSK（岡村洋佑）　●マイキ（ラトゥラトゥ）　●MASAKI　●わかざえもん　他多数

STUDENT VOICE

黒木 陽月
福岡県立筑紫高等学校 出身

「人に届く音楽」が私の目標です。

自分が支えられたように、辛い時に音楽で支えられるような

アーティストを目指しています。私の音楽を少しでも多くの

人に届けたいです！ライブ実習の授業では、これまで経験し

たことがなかったバンド演奏や、新しい歌い方、新しい表現

方法が学べ、先生や

友達に褒められたりす

ると、成長を実感しま

す。

DSS
D E B U T  S U P P O R T  S E C T I O N

企業例 企業例

●エイベックス・マネジメント株式会社
●株式会社LDH JAPAN
●株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ
●株式会社ホリプロ

●株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
●株式会社テレビ朝日ミュージック
●株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント
●株式会社ポニーキャニオン

詳細はP.43

音楽・芸能プロダクション レコード会社

アーティスト

在学中のデビューを目指すオーディション在学中のデビューを目指すオーディション

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

〈五十音順・一部抜粋〉※姉妹校実績含む

ヴ
ォ
ー
カ
ル
コ
ー
ス

音
楽
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
科
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ミュージシャン

コース
コース

目指す仕事 Aiming works

CHECK
WEBSITE

目指す仕事 Aiming works

CHECK
WEBSITE

◉シンガーソングライター　◉シンガーソングクリエイター　◉ソロアーティスト　◉作曲家　◉作詞家　…etc.

課題曲を題材に、実践を想定
してシンガーソングライターに
必要なスキルを習得します。
歌唱力・演奏力・表現力を高
めると同時に、自らの課題を
抽出していきます。

▲

シンガーソングライター実習

楽曲を作るうえで必要な理論
を学びながら、オリジナル楽曲
を制作していきます。楽曲の
要素となるメロディーの作り
方・コード進行の構築・リズム
の種類等、様々なテクニック
を習得します。

▲

ソングライティング

歌唱実習/ヴォイストレーニング/セオリー＆イヤートレーニン
グ/弾き語りの歴史と体系/ライブ実習/選択楽器（アコース
ティックギター/ キーボード）/DTM/オリジナルサウンド理論
/ソロプロジェクト/スタジオワーク/プロジェクトアドバイジン
グ/選択授業

▲

その他のカリキュラム

1時限
09:00～10:30

弾き語りの
歴史と体系

セオリー＆イヤー
トレーニング

選択楽器
アコースティックギター・
キーボード

ヴォイス
トレーニング

一般教養

デジタル
オーディオワーク
ステーション

ソング
ライティング

歌唱実習

シンガーソング
ライター実習

ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

ミュージシャン

◉バンドヴォーカル＆ギタリスト　◉コーラス＆ギタリスト　◉スタジオ＆サポートミュージシャン　…etc.

「ギターを弾きながら歌う」ことに
重点を置き、歌唱・演奏それぞ
れのスキル向上を目指します。
また、ギターコードを通じ音楽理
論・コード理論を学び、作曲や
編曲のテクニックも習得します。

▲
ギターヴォーカルベーシック

様々な音楽スタイルの課題曲を通
して、テクニックやリズム、グルーヴ
フィールやステージング技術の習
得を目指します。ライブの演奏を通
してステージパフォーマンスの更
なるグレードアップをはかります。

▲

ライブ実習

ヴォイストレーニング/リズムギターバッキング・カッティング/セオリー
＆イヤートレーニング/リズムの歴史と体系/リズムリーディングワーク
アウト/ライブ実習/選択授業1/選択授業2（ギタースタイル/歌唱実
習/ソングライティング）/デジタルオーディオワークステーション/プロ
ジェクトアドバイジング/オリジナルサウンド理論/グルーヴの歴史と
体系/ソロプロジェクト/グルーヴアンサンブル実習/スタジオワーク

▲

その他のカリキュラム

1時限
09:00～10:30

ギターヴォーカル
ベーシック

セオリー＆イヤー
トレーニング

選択授業2
（ギタースタイル他）

一般教養

ヴォイス
トレーニング

デジタル
オーディオワーク
ステーション

リズムギター
バッキング・
カッティング

リズムの歴史と
体系

リズム
リーディング
ワークアウト

ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業1
P.05

STUDENT VOICE

原口 奨惟
樟南高等学校 出身

自分の音楽で、苦しんでいる人への
手助けをしたい。

自分が辛い時、音楽に助けられた経験があります。その経

験を通じて、自分の音楽で苦しんでいる人の手助けをした

いと強く思い、練習の毎日を送っています。入学して初めて

「歌」や「楽器」に触れ

ましたが、全ての授業

が好きです！日々成長

を感じます。

STUDENT VOICE

三島 梨花子
福岡県立福岡講倫館高等学校 出身

作詞作曲した歌を
たくさんの人に届けたい。

とあるバンドのライブを観たのがきっかけで、音楽のカッコ

よさに目覚めました。そこからは音楽一筋ですね（笑）。授業

の中では特にライブ実習が好きで、普段一緒に授業を受け

ないコースの人と演

奏できるので、音を合

わせることの楽しさを

感じることができます。

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例 mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次

時間割例

DTM・トラックメイキング 専攻

※カリキュラムは専攻によって異なります。

楽器・弾き語り 専攻／

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

ギ
タ
ー
ヴ
ォ
ー
カ
ル
コ
ー
ス

シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
コ
ー
ス
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コースコース

ミュージシャン

CHECK
WEBSITE

ミュージシャン

CHECK
WEBSITE

◉バンドギタリスト　◉スタジオ＆サポートミュージシャン　◉ソロギタリスト　◉インストラクター　…etc.

目指す仕事 Aiming works

ギタースケール（音階）を理論的
に学習して、コード及びコード進行
との関係を理解していきます。ま
た、リードプレイ（ギターソロ等）に
関わる演奏技術も習得して、様々
な音楽ジャンルでの演奏を可能と
するテクニックを身に付けます。

▲

シングルストリングス＆スケール

リーディング・ライティング/リズムギターバッキング・カッティ
ング/セオリー＆イヤートレーニング/リズムの歴史と体系/リ
ズムリーディングワークアウト/ライブ実習/ギタースタイル/
ギターパフォーマンス/アドバンスドギター/インプロヴィゼー
ション理論/グルーヴの歴史と体系/セッションワーク /スタ
ジオワーク/選択授業

▲

その他のカリキュラム

1時限
09:00～10:30

セオリー＆イヤー
トレーニング

ギター
パフォーマンス

ギタースタイル

リーディング・
ライティング

シングル
ストリングス＆
スケール

リズムギター
バッキング・
カッティング

一般教養

リズムの歴史と
体系

リズムリーディング
ワークアウト ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

フィンガースタイルとスラップ
スタイルそれぞれの基礎とな
る演奏時の姿勢、手のポジ
ション、各指の独立、ピッキン
グ、スラップ、ミュートなどを多
くの音楽ジャンルを通して習
得していきます。

▲
プレイングテクニック

世界の様々な音楽のリズム、
グルーヴに着目し、バンド単位
でこれらのスタイルをマスター
していきます。また、バンドのテ
ンポキープやサウンドコント
ロールにも磨きをかけます。

▲

リズムリーディングワークアウト

リーディング・ライティング/フレットボード＆スケール/セオリー
＆イヤートレーニング/リズムの歴史と体系/ライブ実習/ベー
ス＆ドラム/ベースパフォーマンス/アドバンスドベース/インプ
ロヴィゼーション理論/グルーヴの歴史と体系/セッションワー
ク/グルーヴアンサンブル実習/スタジオワーク/選択授業

▲

その他のカリキュラム

1時限
09:00～10:30

セオリー＆
イヤートレーニング

ベース
パフォーマンス

ベース＆ドラム

リーディング/
ライティング

プレイング
テクニック

フレットボード＆
スケール

一般教養

リズムの歴史と
体系

リズム
リーディング
ワークアウト

ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

◉バンドベーシスト　◉スタジオ＆サポートミュージシャン　◉インストラクター　…etc.

目指す仕事 Aiming works

世界の様々なグルーヴに着目
し、バンド単位で正確なテンポ、
裏拍と表拍、ノリなどを習得しな
がら、演奏実践を通してグルーヴ
の総合的な体得を目指します。

▲

グルーヴアンサンブル実習 STUDENT VOICE

大川 汐
星槎国際高等学校 出身

バンドのベーシストとして
売れるのが目標。

不登校の時期に家でずっとベースを弾いていた時期があり、

その頃からベーシストとして生活していきたいと思うようにな

りました。将来的には結婚して家族を支えることも目標の1

つ！（笑）授業では様々

な奏法やスケールを

学び、上達に結びつ

いていると思います！

STUDENT VOICE

今村 樹
鹿児島市立鹿児島女子高等学校 出身

男性にも負けないサウンドを持った
ギタリストになる。

ギャップ萌えさせられるような、男性にも負けないサウンドを

持ったギタリストになるのが将来の夢です。とにかく昔から

音楽が好きだったので、音楽の道しか考えられませんでし

た。どの授業も先生の

スタイルが異なり、と

ても勉強になります。

勉強した成果を出せ

るライブ実習が一番

楽しいです！

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例 mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次

時間割例

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

ベ
ー
ス
コ
ー
ス

ギ
タ
ー
コ
ー
ス
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コースコース

ミュージシャン

目指す仕事 Aiming works

CHECK
WEBSITE

マルチアーティスト

CHECK
WEBSITE

◉バンドドラマー　◉スタジオ＆サポートミュージシャン　◉インストラクター　…etc.

理想とするプレイをイメージ
しながら、自ら選択した課題
曲を演奏することにより、長
所・短所をあぶり出し、プレ
イの精度を高めていきます。

▲

ドラムパフォーマンス

あらゆるジャンルにおける
フィールの違いを理解・体
感していくと同時に、グルー
ヴを構成するとされている
リズム、シンコペーション、
アーティキュレーショ ン、サ
ウンドの強化をはかります。

▲

グルーヴ＆オッドメーター

プレイングテクニック/リーディング・ライティング/グルーヴ＆
オッドメーター/セオリー＆イヤートレーニング/リズムの歴史
と体系/リズムリーディングワークアウト/ライブ実習/ベース
＆ドラム/インプロヴィゼーション理論/セッションワーク/グ
ルーヴアンサンブル実習/スタジオワーク/選択授業

▲

その他のカリキュラム

1時限
09:00～10:30

セオリー＆
イヤートレーニング

グルーヴ＆
オッドメーター

ベース＆ドラム

プレイング
テクニック

リーディング・
ライティング

ドラム
パフォーマンス

一般教養

リズムの歴史と
体系

リズム
リーディング
ワークアウト

ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

目指す未来に合わせて、カリキュラムを自由に選択します。

1時限
09:00～10:30

セオリー＆
イヤートレーニング

ベース
プレイング
テクニック

DAW

DAW

ソング
ライティング

歌唱実習

ヴォイス
トレーニング

リズムの歴史と
体系

リズム
リーディング
ワークアウト

ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

強い個性を求められ、より多様化する音楽業界に対応するべく、幅広い
マルチカリキュラムで知識・技術を習得します。自らのビジョンと照
らし合わせながら様々なコースの授業を選択し、なりたい自分に合わせて
自分だけのカリキュラムを構築します。例えば「ベースボーカル×コ
ンポーザー」 「ダンサー×DJ・トラックメーカー」 「DTM×
ヒップホップアーティスト」 「ギタリスト×作曲家」 「ドラマー
×アレンジャー」 「シンガーソングライター×ボカロＰ」 「クリ
エイター×ラッパー」など、組み合わせ次第で個性を活かすカリキュ
ラムを受けることができます。

目指せオンリーワンなアーティスト！

A B O U T  

STUDENT VOICE

脇田 幸樹
屋久島おおぞら高等学校 出身

ワールドワイドで活躍できる
ドラマーになる。

友人の影響で世界的アーティストのLIVE映像を見て、強

いあこがれを抱き、それが将来の夢になりました。今はとに

かくワールドワイドで活躍できるドラマーを目指して知識・技

術を磨いています。ライ

ブ実習の授業では、自分

のプレイを撮影して見直

しているのですが、見て

は改善を繰り返し、今で

は成長を感じています。

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例

mon. tue. wed. thu. fri . sat .
1年次
時間割例

（ベースヴォーカル × コンポーザーを専攻した場合）

1

2

3

将来ビジョンの決定

各コースの授業カリキュラムをチェック

面談を実施してオリジナルカリキュラムを決定

カリキュラム決定の流れ

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
総
合
コ
ー
ス

ド
ラ
ム
コ
ー
ス
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コース
コース

◉ネット配信系シンガー/ギタリスト/ベーシスト/ドラマー　◉アーティスト系YouTuber　…etc.

マルチアーティスト

目指す仕事 Aiming works

CHECK
WEBSITE

クリエイター

CHECK
WEBSITE

音楽制作ソフトのオペレー
ション方法、操作基礎、操作
テクニックを学び楽曲を制作
していきます。

▲
デジタルオーディオワークステーション

BGM、SE、効果音、ゲームサ
ウンド、CM、ジングルなどクラ
イアントから仕事を受けた際
の受注、制作、納品までのシ
ミュレーションを行います。

▲

プロダクティブシミュレーション

トラックメイキング/アレンジ＆アナライズ/ソングライティング
/セオリー＆イヤートレーニング/Pro Tools実習/選択楽器/
プロジェクトアドバイジング/セルフマネジメント/プロデュー
スの歴史と体系/スタジオワーク/選択授業

▲

その他カリキュラム

1時限
09:00～10:30

Pro Tools実習

セオリー＆イヤー
トレーニング

選択楽器

プロジェクト
アドバイジング

トラックメイキング

ソング
ライティング

アレンジ＆
アナライズ

デジタル
オーディオワーク
ステーション

デジタル
オーディオワーク
ステーション

プロダクティブ
シミュレーション

一般教養

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

インターネット上で自らのパ
フォーマンス動画を配信してい
きます。音源や配信環境を整え、
演奏や歌唱の中身を高め、動画
をアップロードし、より再生回数
を増加させる工夫を探ります。

▲

ネット配信実習

マイクなどの録音機材、動画を
撮影するための機材知識、ソフ
トオペレーション能力を高めなが
ら納得のいく撮影と、より効果的
にパフォーマンスをよく見せる為
の編集方法を学びます。

▲

動画撮影/編集

パフォーマンス実習/演奏・歌唱系トレーニング/動画撮影・
編集/セオリー＆イヤートレーニング/ネット配信実習/ライブ
実習/選択授業1（ボカロ他）/選択授業2（楽器系他）/
ミュージックスタイル

▲

その他カリキュラム

1時限
09:00～10:30

パフォーマンス
実習

ネット配信実習

選択授業2
（楽器系他）

ベーシック
トレーニング

一般教養

ミュージック
スタイル

動画撮影・編集

パフォーマンス
実習

ヴォーカル
テクニック

ライブ実習

ライブ実習

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業1
P.05

◉サウンドクリエイター　◉音楽プロデューサー　◉アレンジャー　◉作曲家　◉作詞家　…etc.

目指す仕事 Aiming works

動画配信サイトで、歌や演奏を発信
する「歌ってみた」や「弾いてみた」が
広まった現代。メジャーデビュー前で
も10万回、100万回再生を達成する
ことは決して夢ではありません。現在
邦楽シーンで注目を集めるアーティス
トが動画共有サイト出身であるなど、
ネット系アーティストはますます注目度
を高めています。「ネットアーティスト
コース」ではコース内で各専攻

「ヴォーカル」「ギター」「ベース」「ドラ
ム」を選択し、各パートの歌唱・演奏ス
キルを高めつつ、動画撮影や配信な
どの学習も並行して進めていきます。

いきなり世界発信！

A B O U T  

STUDENT VOICE

西田 公雅
東福岡高等学校 出身

誰かの記憶や思い出に残る曲を
作るクリエイターに。

将来の夢は音楽を通じて影響を与えるクリエイターになる

ことです。誰かの思い出の1ページと共に、自分の曲があっ

たらとても素敵だと思ったのが夢となったきっかけです。

DAWを使った作曲の

技術を学ぶ授業は特

に楽しく、作曲技術の

幅が広がる時は成長

を実感しますね。

mon. tue. wed. thu. fri . sat .
1年次
時間割例

（ヴォーカル専攻の場合）

※カリキュラムは専攻によって異なります。

ドラム 専攻ベース 専攻／ギター 専攻／ヴォーカル 専攻／

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

サ
ウ
ン
ド
ク
リ
エ
イ
タ
ー
コ
ー
ス
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コース
コース

パフォーマー

CHECK
WEBSITE

パフォーマー

CHECK
WEBSITE

課題曲を題材に実践を想定し「ダン
スヴォーカルユニット」として必要なス
キルを習得します。ヴォーカルとダン
スの技術向上だけでなく、ユニットと
して一体感のあるパフォーマンスを可
能とする知識・技術も身に付けます。

▲

ダンスヴォーカルユニット

テーマごとに課題曲を設け、その
楽曲の歌唱を通して発声のスキ
ルや表現力の向上を目指しま
す。課題曲が持つ特長や表現方
法を分析し、理解することで、自
身の歌唱に取り込んでいきます。

▲

歌唱実習

ダンスベーシック＆アイソレーション/ヴォイストレーニング/グ
ループヴォーカル/セオリー＆イヤートレーニング/ヒップホッ
プ /ライブ実習/ボディメイク/ソロプロジェクト/プロジェクト
アドバイジング/ライブ実習/グループプロジェクト/選択授
業

▲

その他カリキュラム

1時限
09:00～10:30

ダンスベーシック＆
アイソレーション

セオリー＆イヤー
トレーニング

ヒップホップ

ダンスヴォーカル
ユニット

一般教養

グループ
ヴォーカル

ボディメイク

ライブ実習

ライブ実習

歌唱実習

ヴォイス
トレーニング

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

◉ダンスヴォーカルユニット　◉ヴォーカリスト　◉ダンサー　◉R&B/ソウルシンガー　…etc.

目指す仕事 Aiming works

◉ダンサー　◉バックダンサー　◉コリオグラファー　◉ダンスユニット　◉パフォーマー　…etc.

目指す仕事 Aiming works

ヒップホップの基礎的なス
テップとスキルを習得していき
ます。時代やジャンルで異なる
表現方法を習得し、楽曲に合
わせて踊ることで、多様で自
由なヒップホップダンスを身に
付けます。

▲
ヒップホップ

楽曲やシチュエーションに合
わせた振付ができるコリオグラ
ファー（振付師）を目指します。
様々な振付作品や楽曲を分
析し、理解することで振付技
術や構成力を身に付けます。

▲

コリオグラファー

ダンスベーシック＆アイソレーション/ジャズ/パフォーマンス
の歴史と体系/ダンスパフォーマンス実習/ライブ実習/ダン
スヴォーカルユニット/ボディメイク/ソロプロジェクト/グルー
ププロジェクト/選択授業

▲

その他カリキュラム

STUDENT VOICE

池田 和希
福岡市立福岡女子高等学校 出身

1時限
09:00～10:30

ダンスベーシック＆
アイソレーション

ジャズ

ヒップホップ

ダンスヴォーカル
ユニット

一般教養

コリオグラファー

ボディメイク

ライブ実習

ライブ実習

ダンス
パフォーマンス

実習

パフォーマンスの
歴史と体系

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

STUDENT VOICE

吉村 凪沙
西日本短期大学附属高等学校 出身

ヴォーカリストとダンサー、
両方で活躍できるアーティストになる。

幼い頃から歌やダンスが好きで、あるアーティストの歌い方

や歌詞に興味を持ち、憧れと共に私もそうなりたいと次第

に思うようになりました。特に好きな授業は「ライブ実習」

で、歌やダンス、ラップ

など幅広く学べます。

覚えることが多いので

大変ですが、その分出

来ることが増えるので

とても楽しいです！

誰かを幸せにできるダンサー、
パフォーマー、アーティストになる。

尊敬しているアーティストのライブを実際に見た時、パワー

や笑顔、幸せを身体全部で体感しました。そんなアーティス

トになる為に勉強の毎日です！ダンスヴォーカルユニットの

授業では、ダンスだけ

ではなく、踊りながら

歌うことが学べるの

で、パフォーマンスの

幅は間違いなく広がり

ました。

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例 mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次

時間割例

※カリキュラムは専攻によって異なります。

ヴォーカル 専攻／ ダンスヴォーカル 専攻

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

［課外］

スタジオ無料レンタル

バンドアーティスト
ステーション

各種オーディション

詳細はP.45

ダ
ン
ス
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
コ
ー
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声優芸能科○2年制
I N D E X
P.24  声優アーティストコース

P.25  声優養成コース

P.26  俳優養成コース

学びの
ポイント

  Voice Actor

03POINT

声優事務所や芸能事務所のセミナー及びオーディションは校内で実施し、

オーディション合格に向けて一人ひとりに合わせたサポートを行います。ま

た、福岡県から「専門学校」の認可を取得しているので、俳優・声優のレッス

ンを受講しながら「専門士」の称号も得られます。就職を目指す場合は、キャ

リアサポートセクションが全力でサポートします。

02POINT

レギュラー授業は「ぷろだくしょんバオバブ」所属の黒河奈美さんが担当。

現役で活躍中の講師から週5日レッスンが受けられます。ESP学園は業界

との繋がりも深く、これまで斎藤志郎さん、安元洋貴さん、藤原祐規さん、

古木のぞみさん、バレッタ裕さん、などにワークショップを行っていただきました。

01POINT

1年次から、多数の声優・俳優オーディションが開催されます。ESP学園オ

リジナルＴＶアニメには在学生が声優として出演。声優芸能科のラジオ番

組「ESPのこえたま★ラジオ」では、ゲストにアイドルなどを招き、在学中

からラジオパーソナリティーの技術を磨いていきます。

Voice Actor

声優芸能科

活躍するプロから学ぶワークショップ

声
優
芸
能
科

俳優を目指す皆さんは夢の実現に向けて日々努力をされていると思います。
何が正解なのか、どうしたら夢が叶うのか、考えても答えはなかなか見つから
ないかもしれません。誰もが憧れる華やかな芸能界は競争率が高く活躍する
のは簡単ではありません。しかし諦めずに信じて進んだ人には道は開けるは
ずです。海風では共に頑張って行こうと伝えています。夢の実現を一緒に叶
えたいと考えているからです。共に頑張りましょう！

代表取締役社長 西村  元治

緒方賢一さん、千葉千恵巳さんなど、俳優・声優・ナレーターが数多く所属する芸能プロダ
クション。NHK大河ドラマ、NHK福岡放送ドラマなど、映像作品への出演も多数。マネジメ
ント事業を中心に、養成所を有しており、新人の育成にも力を入れている。

アトミックモンキー／声優・演技研究所は「明日の元気な才能たちへ…」とい
う理念を掲げて、たくさんの人材を輩出し、これまでアニメーション業界に寄
与してまいりました。そしていま、まさにアニメーション業界は様々な現場に対
応出来る人材が必要な時代となり、活躍の場が広がったとも言えます。その
中でも最後まで変わらないのは演技の真髄のみです。世界各国に拠点を置
く私たちの活躍の場は、日本国内に留まりません。あなたの力を世界中に解
き放つため、共に研鑽してまいりましょう。私たちのステージは、「地球」です。

代表取締役社長 木下  伴之

関智一さん、長沢美樹さん、杉田智和さん、折笠富美子さん、木村昴さん、潘めぐみさん、
榎木淳弥さんなど人気声優が数多く所属する声優プロダクション。新人を育成するための
養成所も運営しており、新人発掘にも力を入れている声優事務所。

株式会社 オフィス海風 業界メッセージ株式会社 アトミックモンキー 業界メッセージ

UMIKAZE
OFFICE オフィス海風

毎週YouTubeのチャンネルにて
動画・生放送を配信

ご当地VTuberユニット「日本烈島」メンバー
（主催：中京テレビ）

FBS「バリはやっ！」にて特集

西日本新聞にて取材の掲載

ＲＫＢ「エンタテ ！ 区」にてゲスト出演

コミックマーケット97
Sofmap×VTuber コラボグッズ販売

ときのそら×舞鶴よかと　
コラボ生放送／他VTuberとのコラボ多数

舞鶴よかと
VTuber

主な活動履歴

「プリンセス・プリンシバル」（ちせ）

「ハイスクール・フリート」（立石志摩）

「まえせつ！」（金成かなえ）

「学園ベビーシッターズ」（鹿島虎太郎） 

「灼熱の卓球娘」（座敷童石榴）

「それが声優！」（紺野あおい）

「よるのないくに2～新月の花嫁～」
（ミュベール・フォーリン・ルー）

その他多数出演

古木 のぞみ
株式会社マウスプロモーション所属
ESP学園卒業生

主な出演作品

「THE IDOLM＠STER SideM」（華村翔真）

「のうりん」（虹原） 

「バッテリー」（萩雄途） 

「夢王国と眠れる100 人の王子様」（ライアン）

「ERAKiS ～永遠の塔と騎士の物語～」
（アーサー）

「マネージャーはじめました」（赤羽将太）

「恋のよろずやmini」（伊集院渉）

その他多数出演

バレッタ 裕
株式会社パワー・ライズ所属
ESP学園卒業生

主な出演作品

「TBSスーパーサッカー Ｊ」（TVナレーション）

「鬼灯の冷徹」（鬼灯）

「メガロボクス」（勇利）

「盾の勇者の成り上がり」（エルハルト）

「ＭＩＸ」（二階堂大輔）

「アクアマン」（アクアマン）

「ソードアート・オンライン」（エギル）

「フューチャーカード バディファイト」
（ジャックナイフ・ドラゴン）

「弱虫ペダル」（金城真護）

その他多数出演

安元 洋貴
株式会社シグマ・セブン所属

主な出演作品

「BLEACH」（夜一）

「千と千尋の神隠し」（蛙人・頭共）

「FAIRY TAIL」（ブルーノート）

「キングダム」（麃公）

「メガロボクス」（南部贋作）

「アドベンチャー・タイム」（ジェイク）

「ソードアート・オンライン」（ニシダ）

「アルスラーン戦記」（ボダン）

「ドラゴンボール超」（ソルベ）

「ハリー・ポッターシリーズ」（ハグリット） 

その他多数出演

斎藤 志郎
文学座所属

主な出演作品

他多数
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声優芸能科 声優 + アーティスト

目指す仕事 Aiming works

CHECK
WEBSITE

コース

◉声優アーティスト　◉歌手/アニソンアーティスト　◉アイドル声優　◉歌い手　◉VTuber

様々なアニメや洋画の台本を
題材として、読み合わせや感情
表現方法、発声のタイミングな
ど、映像に合わせる技術を身に
付けます。一人ひとりヴォイス
サンプルも作成していきます。

▲
アニメ・洋画アフレコ

アニメソングやキャラクターソ
ングを中心に、呼吸・発声・体
の使い方といった歌うことに
必要な基本技術を身に付けま
す。

▲

ヴォーカル

歌の収録から動画の投稿方
法までを体系的に学び、セル
フプロデュース力を養います。

▲

歌い手・動画投稿・セルフプロデュース

1時限
09:00～10:30

声優基礎
ラジオ生放送

アニメアフレコ

歌い手・動画投稿
セルフプロデュース

ヴォーカル
ボディサイエンス
殺陣パフォーマンス

（選択）
ライブパフォーマンス
アニメ・洋画アフレコ

ダンス基礎

ヴォーカル応用
レコーディング

感情解放 音声技法

舞台演技基礎

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

※アーティスト
プログラム

［課外］

教室無料レンタル

ライブＭＣ実習
イベントＭＣ実習
外部オーディション

バンドアーティスト
ステーション

声優になるまでのステップ

専門学校 養成所 プロダクション

声優になるための力を付けるには正しい練習

方法を学び、繰り返し鍛錬すること！ ESP学

園では、少人数制授業で高い技術を身に付

けることができる環境を整えています。

声優プロダクションが運営する声優育成部

門を『養成所』といい、養成所は専門学校と

違い人数や期間がプロダクションによって異

なります。専門学校やほかの育成機関で学ん

できた人たちが数多く集まり、実践的な実力

を身に付けていきます。

所属オーディションや所属審査に合格すると

プロの声優として認められ、所属声優となりま

す。でも、本当の戦いはここからです！ 声優は

仕事をしない限りお金はもらえません。プロに

なってからも、向上心が必要な職業です。

CHECK POINT

校内オーディション

オーディションの結果は2通り

ＥＳＰ学園では声優プロダクションによる所属オー
ディションを校内で実施しています。

プロとしてはまだ力が不足しているが、見込みが
あると認められると養成所への合格となり、声優
業界へのステップを先に進めることができます。

養成所合格

プロとしての実力が認められると「所属」扱いと
なり、声優の仲間入りです。

所属合格

SKIP!

CHECK POINT

所属審査

養成所では、一定期間ごとに上位クラスへの進級
審査やプロダクションへの所属審査が行われてい
ます。(期間はプロダクションによって異なります。）

基礎を学ぼう 実力をつけよう プロの世界へ

実力が認められると専門学校からプロダクションへのスキップも！

声
優
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
コ
ー
ス

声
優
芸
能
科

合格者の声 抜粋

C O N G R A T U L A T I O N Sキミも夢
を目指

せ！

山﨑 竜希
長崎県立上五島高等学校 出身

アトミックモンキー
声優・演技研究所 合格

※アーティストプログラム… ギター・ベース・ドラム・キーボードなど、声優アーティストになるための選択プログラム

●EARLY WING
●アクセント
●アクロス エンタテインメント
●アトミックモンキー
●MAGES./アミュレート
●アル・シェア
●イエローテイル
●映像テクノアカデミア
●エーエス企画

●AIR AGENCY
●エイベックス･エンタテインメント
●エスエスピー
●オフィス海風
●ガジェットリンク
●ケッケコーポレーション
●ZAI OFFICE
●シグマ・セブン
●JTB Next Creation

●ブックスロープ
●プランダス
●ぷろだくしょんアーティストスタッフカンパニー
●プロダクション・エース
●ぷろだくしょんバオバブ
●ベストポジション
●ベルプロダクション
●ボイスアクターズスタイル
●宝映テレビプロダクション

●スターダス・21
●スチール・ウッド・ガーデン
●ステイラック
●SPACEY MUSIC ENTERTAINMENT
●スペルバウンド
●スリートゥリー
●ソニー・ミュージックアーティスツ
●エコー俳優声優アカデミー / テアトル・エコー
●パワー・ライズ

●HOTZIPANG
●ポニーキャニオン
●マウスプロモーション
●ミノリス
●リンク・エンタテインメンツ
●レオパード スティール
●ワイスプロダクション

他多数

ESP学園 
校内オーディション

一人に対して複数企業に見
てもらえるオーディションもあ
り、デビューのチャンスも大
きく広がります！

STUDENT VOICE

野方 舞姫
佐賀清和高等学校 出身

人に笑顔と癒しを与える声優になる。

色々悩んでいた小学校5年生の頃に声優業界を知りまし

た。その時見たアニメに救われた経験から、私も誰かに何か

を伝えられる側に立ちたいと思いました。明日からまた頑張

ろうと思ってもらえる、止まり木のような存在になりたいで

す。ナレーションの授

業が好きで、いつも的

確なダメ出しをいただ

けるのでありがたいで

す！毎時間しっかり集中

して取り組んでいます。

ESP学園に入学するま

で芝居は未経験でした

が、日々の授業でしっか

り学ぶことができ、とても

充実した2年間でした。こ

れから上京し、養成所に

入って芝居を磨き、将来

ESP学園を代表する人

気声優になります！

入学時は芝居に対して、

右も左も分からない素人

でしたが、ESP学園で

日々同じ志を持った仲間

達と一から学び、実力を

磨くことができました。こ

の2年間を振り返ると

あっという間で、濃い2年

間でした！北島 冬基
久留米学園高等学校 出身

アーリー・ウイング付属養成所
WAHO®學院 合格

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例
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コース

声優 俳優

コース

目指す仕事 Aiming works

CHECK
WEBSITE

◉映画/ＴＶ俳優　◉舞台俳優/2.5次元俳優　◉マルチタレント/芸能人　◉モデル　◉イベントMC/司会者

目指す仕事 Aiming works

映画やドラマ演技のプロセス
を学び、インプロ、シナリオ、テ
キストを使用した演技トレーニ
ングを繰り返し行います。

▲

映像演技

俳優に必要な筋力、体幹、呼
吸のトレーニングをはじめとし
て、舞台や映像演技に必要な
瞬発力や対応力を身に付け
ます。

▲

俳優基礎

CHECK
WEBSITE

1時限
09:00～10:30

俳優基礎
ラジオ生放送

ヴォーカル

カメラ前
パフォーマンス
イベントＭＣ

音声技法

感情解放

ボディサイエンス
殺陣パフォーマンス

ナレーション
語り

映像演技

（選択）
映像演技

オーディション対策

ダンス基礎

舞台演技

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

教室無料レンタル

ライブＭＣ実習
イベントＭＣ実習
外部オーディション

バンドアーティスト
ステーション

テレビCMや情報番組など、
様々な素材を使用して、分か
りやすく聴き取りやすいナレー
ションを身に付けます。

▲

ナレーション

様々な戯曲を使用し、役の心
情や行動原理を理解すると
共に、観客の目線を意識した
演技を身に付けます。

▲

舞台演技

1時限
09:00～10:30

声優基礎
ラジオ生放送

ヴォーカル

アニメ・洋画
アフレコ

ダンス基礎

伝達発声

ゲームキャラクター
実習

音声技法

ボディサイエンス
殺陣パフォーマンス

ナレーション

（選択）
オーディション対策
アニメ・洋画アフレコ

舞台演技

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

教室無料レンタル

ライブＭＣ実習
イベントＭＣ実習
外部オーディション

バンドアーティスト
ステーション

◉声優　◉ナレーター　◉ラジオパーソナリティー/アナウンサー/レポーター　◉舞台俳優　◉VTuber

俳
優
養
成
コ
ー
ス

声
優
養
成
コ
ー
ス

▲

アニメ・洋画アフレコ

様々なアニメや洋画の台本を
題材として、読み合わせや感情
表現方法、発声のタイミングな
ど、映像に合わせる技術を身に
付けます。一人ひとりヴォイス
サンプルも作成していきます。

▲
舞台演技

様々な戯曲を使用し、役の心
情や行動原理を理解すると
共に、観客の目線を意識した
演技を身に付けます。

STUDENT VOICE

椎木 創二朗
鹿児島県立鶴翔高等学校 出身

お茶の間を笑顔にする俳優に。

ドラマや映画に出演して、お茶の間を笑顔にすることが目

標です！周りを笑顔にすることが好きで、皆の笑顔を見てい

ると幸せな気持ちになれるからです。日頃の授業では、演技

をする時の表情・言葉の強弱・緩急などを意識して、相手の

心に届く演技を心掛

けています！

STUDENT VOICE

田中 美咲
福岡県立ひびき高等学校 出身

学生時代の部活動が将来の夢に繋がった。

将来はドキュメンタリーのナレーションや司会進行を務めた

いです。学生時代は放送部に所属しており、文化祭で朗読

をした時に、聞いていた先生から「感動した、ありがとう」と

言われたことがきっかけでした。好きな授業は舞台演技で

す！身体全体で演じる

ことが、ナレーションな

どの表現の幅の広が

りに直結していると感

じています。

mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次
時間割例 mon. tue. wed. thu. fri . sat .1年次

時間割例
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音楽芸能
スタッフ科○2年制

I N D E X
P.30  PAコース

P.31  レコーディングコース

P.32  PA&レコーディングコース

P.33  照明コース

P.34  ローディーコース

P.35  企画制作コース

P.36  マネージャーコース

M
usic

Entertainm
ent

Staff

学びの
ポイント

  MUSIC ENTERTAINMENT STAFF

03POINT

ESP学園は卒業後の「即戦力」をコンセプトに、日頃の授業から実際の現

場で使用されている、完全プロ仕様の機材や設備環境で学びます。

02POINT

ESP学園30年以上の歴史において培ったカリキュラムは、日々進化

を続けています。その時代に求められる人材育成を目指し、現役の講

師陣が指導にあたります。

01POINT

ESP学園が掲げる「超現場主義」。全国各地、大小を問わず様々な

イベントに研修参加し、貴重な経験を積んでいきます。

音楽芸能スタッフ科

◎舞台機構調整技能士2・3級　◎映像音響処理技術者資格認定試験　◎サウンドレコーディング技術認定試験　
◎Pro Tools技術認定試験　◎照明技術者技能認定2級　◎足場の組立て等に係る特別教育　
◎秘書検定2・3級　◎コミュニケーション検定【初級】【上級】　◎Illustrator®クリエイター能力認定試験【スタンダード】  
◎色彩検定3級　◎Word文章処理技能認定試験2・3級　◎Excel文章処理技能認定試験2・3級

取得推奨
資格一覧

ESP学園のライブ研修「超現場主義」に関しての詳細はP.37

舞台機構調整技能士とは、舞台やコンサート、ラ
イブなどで音響設備を調整する職種を指します。
この資格を取得するためには筆記試験に加え、
実技試験と一定期間以上の実務経験が必要で
すが、ESP学園生は在学中の受験が可能です。
この資格は国家資格で、音響設備に携わる仕事
では必須の資格といえます。

舞台機構調整技能士

サウンドレコーディング技術認定試験とは、音楽
スタジオで使用されている機器はもちろん、近年
になって登場したデジタル技術など、現在現場で
必要とされるレコーディングの技術知識を測るも
のとなります。社団法人日本音楽スタジオ協会に
よって実施されている、レコーディングエンジニア
の専門性を認定する民間資格になります。

サウンドレコーディング技術認定試験

照明技術者技能認定とは、ライブ会場やテレビ
スタジオなどで役者やアーティストに対し、光を
使って演出効果等を高める技術を、公益社団法
人日本照明家協会が認定する資格です。指定科
目を修了すると、学校の申請によって技術認定試
験が免除され、照明技術者技能認定2級が取得
できます。

照明技術者技能認定

取得資格
LICENSE

THAT CAN BE
 ACQUIRED

LICENSES 
ESP

E S P学園のライブ研修

他多数

音
楽
芸
能
ス
タ
ッ
フ
科

NAGASAKI 2019
in HUIS TEN BOSCH
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◉PAエンジニア　◉ライブハウス音響スタッフ　◉ブライダル音響スタッフ

コンサートスタッフ音楽芸能スタッフ科

目指す仕事 Aiming works

◎舞台機構調整技能士2・3級　◎足場の組立て等に係る特別教育取得できる資格
資格を取得して希望の就職へ

実際にアーティストがステージ
パフォーマンスをするイベント
の中で、他セクションと連携し
ながら実践経験を積んでいき
ます。

▲

スタッフワーク

定番のアナログコンソールか
ら、最新のデジタルコンソール
までのオペレーション技術を
身に付け、「PAオペレーター」
としての経験を積んでいきま
す。

▲

PAオペレート

スピーカー・パワーアンプ・コ
ンソールやエフェクターなど、
各機材の役割を理解し、セッ
ティング方法から取扱い方法
を学びます。

▲

音響システム

CHECK
WEBSITE

1時限
09:00～10:30

PC知識

電気・
舞台知識 音響システム

PAオペレート

PAオペレート

一般教養

音楽史 スタッフワーク

スタッフワーク 音響知識

サウンド
アナライズ

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

ライブ研修
など

音 楽スタッフの仕 事
Music staff works

イベントの企画運営から国内
外アーティストへの出演交渉、
プロモーションの一環として
CDや配信楽曲をメディアに
売り込むなど多岐にわたる業
務があります。

プロモーター

新人をスカウトやオーディション
で発掘し、育成して音楽・芸能
業界に売り込みます。方向性や
スケジュール管理に気を配り、
側近から支える仕事です。

アーティスト・タレントマネージャー

コンサートなどにおける舞台上
の責任者として音響や照明、
特殊効果など各セクション間
の調整、またリハーサルや本
番時間の管理も行います。

舞台監督

名称はアーティスト アンド レ
パートリーの略。アーティストの
発掘、契約、育成に関わり、最
適の楽曲を提供する事などに
努めます。

A&R

各種イベントや催し物を企画し
開催します。会場の手配や出
演者との交渉、スタッフの選定
などをコーディネートします。

イベンター

ステージの設営、ステージを装
飾する舞台美術、演出に欠か
せない特殊効果、進行から管
理を行う舞台監督などで構成
されます。

舞台製作

ステージやスタジオなどで活躍
する光と色の演出家。アーティ
ストや舞台に相応する照明効
果を計算できるノウハウが必要
です。

照明スタッフ

アーティストの使用する楽器全
般を管理します。搬入・セッティ
ング・音作り・メンテナンスが主
な仕事。高い専門性が必要と
なります。

ローディー

コンサート会場などで演奏される楽器や歌声を
マイクで集音し、音質、音量のバランス調整を
行い、アーティストの奏でる楽曲を客席に届け
る役割を果たします。

PAエンジニア

アーティストやプロデューサーが望むサウンドに
なるように各楽器を録音し、バランスや音色、定
位を調整します。CDや配信楽曲などの音源制
作における音の職人です。

レコーディングエンジニア

TV番組や映画・アニメ・ゲームなどの映像作
品の音声・音響処理を担当します。俳優のセリ
フやBGM、効果音を編集します。

MAエンジニア

LIVE AND EVENTSPRODUCTION AND MANAGER

ENGINEER

STUDENT VOICE

池田 千紘
長崎県立西陵高等学校 出身

憧れが将来の夢になりました。

学生時代に、演奏会の裏方として働いていたスタッフさんの

動きを見て、憧れからこんな仕事がしたい！と思うようになりま

した。将来はPAスタッフとして大きなステージで働くことが目

標です！実践形式の授業が多く、機材を目の前にして学べる

ところがいいですね。

少しずつですが1人で

オペレートできるように

なっていると感じた時

は成長を感じます。

Ｐ
Ａ
コ
ー
ス

音
楽
ス
タ
ッ
フ
の
仕
事
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コース

mon. tue. wed. thu. fri . sat .時間割例



◉PAエンジニア　◉テレビ音声スタッフ　◉レコーディングエンジニア　◉マスタリングエンジニア

コンサートスタッフ + 音楽・音源制作

目指す仕事 Aiming works

◎映像音響処理技術者資格認定試験　◎サウンドレコーディング技術認定試験　◎Pro Tools技術認定試験取得できる資格
資格を取得して希望の就職へ

定番のアナログコンソールか
ら、最新のデジタルコンソール
までのオペレーション技術を
身に付け、「PAオペレーター」
としての経験を積んでいきま
す。

▲

PAオペレート

業界標準である「Pro Tools」
を使用し、実際のバンドレコー
ディングやアフレコなどを通し
て、実践経験を積んでいきま
す。

▲

Pro Tools

幅広いジャンルの楽曲を題材
に、各楽器のイコライジング、
バランスや定位などを徹底分
析し、音響エンジニアとしての
土台を築いていきます。

▲

サウンドアナライズ

CHECK
WEBSITE

◉レコーディングエンジニア　◉マスタリングエンジニア　◉MAエンジニア

音楽･音源制作

目指す仕事 Aiming works

◎映像音響処理技術者資格認定試験　◎サウンドレコーディング技術認定試験　◎Pro Tools技術認定試験取得できる資格
資格を取得して希望の就職へ

業界標準である「Pro Tools」
を使用し、実際のバンドレコー
ディングやアフレコなどを通し
て、実践経験を積んでいきま
す。

▲

Pro Tools（MA編集）

コンソール・プリアンプ・キュー
ボックスやエフェクターなど、
各機材の役割を理解し、セッ
ティング方法から取扱い方法
を学びます。

▲

スタジオ実習（MA実習）

DAWソフト「Logic」を使用し、
DTMにおける楽曲制作並び
に編集技術を習得します。同
時に音楽理論なども学んでい
きます。

▲

DAW&Theory

CHECK
WEBSITE

1時限
09:00～10:30

PC知識

電気・
舞台知識

Pro Tools
（MA編集）

Pro Tools
（MA編集）

DAW&Theory

一般教養

音楽史
スタジオ実習
（MA実習）

スタジオ実習
（MA実習） 音響知識

サウンド
アナライズ

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

ライブ研修
など

1時限
09:00～10:30

PC知識

電気・
舞台知識 Pro Tools

PAオペレート

DAW&Theory

一般教養

音楽史 音響システム

スタジオ実習 音響知識

サウンド
アナライズ

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

ライブ研修
など

STUDENT VOICE

杉山 樹里亜
長崎市立長崎商業高等学校 出身

結婚式場で活躍する
PAエンジニアになりたい。

PAとレコーディングの両方を学びたいと思い入学しましたが、勉

強していく中でPAの仕事がしたいと思うようになりました。ゆくゆ

くは結婚式場で音響の仕事に就くために、毎日授業でたくさん

のことを勉強していま

す！PAオペレートの授業

では、実際にデジタルミ

キサーをオペレートする

技術が身に付くので、

毎回成長を感じます。

STUDENT VOICE

野上 祐
福岡県立福岡工業高等学校 出身

海外で活躍する
レコーディングエンジニアになる。

海外の音楽に魅力を感じ、海外で仕事をするのが目標で

す。レコーディングと作曲の両方をしっかり学んで、将来的

にはフリーランスで仕事を受けられるように頑張っています！

レコーディングの授業

はもちろんですが、作

曲の授業が特に楽し

いです。出来ないこと

が出来るようになった

時は成長を感じます。

※カリキュラムは専攻によって異なります。

mon. tue. wed. thu. fri . sat . mon. tue. wed. thu. fri . sat .

※カリキュラムは専攻によって異なります。

時間割例 時間割例

コースコース
2年次専攻 レコーディング 専攻／ MA 専攻 2年次専攻 PA 専攻／ レコーディング 専攻

Ｐ
Ａ
＆
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
コ
ー
ス

レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
コ
ー
ス
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コースコース

◉照明エンジニア　◉照明デザイナー/プランナー　◉テレビ照明スタッフ

コンサートスタッフ

目指す仕事 Aiming works

◎照明技術者技能認定２級　◎色彩検定3級　◎足場の組立て等に係る特別教育取得できる資格
資格を取得して希望の就職へ

実際にアーティストがステージ
パフォーマンスをするイベント
の中で、他セクションと連携し
ながら実践経験を積んでいき
ます。

▲

スタッフワーク

定番のコンソールから、最新
のコンソールまでのオペレー
ション技術を身に付け、「照明
オペレーター」としての経験を
積んでいきます。

▲

照明オペレート

配色の基本的な考え方や、色
彩における心理的効果などを
学び、照明スタッフとして必要
な色彩に関する知識を身に付
けます。

▲

色彩デザイン

CHECK
WEBSITE

◉ローディー　◉テクニシャン　◉楽器メーカースタッフ

コンサートスタッフ

目指す仕事 Aiming works

◎舞台機構調整技能士2・3級　◎足場の組立て等に係る特別教育取得できる資格
資格を取得して希望の就職へ

実際にアーティストがステージ
パフォーマンスをするイベント
の中で、他セクションと連携し
ながら実践経験を積んでいき
ます。

▲

スタッフワーク

ギターの弦交換やネック調整
をはじめ、ドラムのヘッド交換
など楽器のリペア/メンテナン
ス技術を習得します。

▲

リペア/メンテナンス

楽器と音響は密接な関係で
あることから、ローディーとPA
はお互いの仕事を理解し連
携する必要があります。PAに
おける専門用語や知識を身に
付けます。

▲

PAオペレート

CHECK
WEBSITE

1時限
09:00～10:30

PC知識

電気・
舞台知識 色彩デザイン

照明システム

一般教養

音楽史 CADオペレート

スタッフワーク 照明オペレート

スタッフワーク

照明知識

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

ライブ研修
など

1時限
09:00～10:30

PC知識

電気・
舞台知識 PAオペレート

音響システム

一般教養

音楽史 楽器知識

スタッフワーク ローディー知識

スタッフワーク

リペア/
メンテナンス

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

ライブ研修
など

STUDENT VOICE

児玉 玲奈
高等学校卒業程度認定試験

好きなアーティストのライブで見た、
照明演出がきっかけです。

好きなアーティストのライブで見た照明演出が衝撃的でし

た。こんな照明を演出したいと思い、今では照明の仕事に

就くことが将来の目標です！音楽アーティスト科と合同で行

う授業では、オペレー

トやピンスポットの操

作など、実践的に学

べるのでとても楽しい

です。

STUDENT VOICE

吉村 ほのか
屋久島おおぞら高等学校 出身

ロックバンドが好きで、身近で支える
スタッフになりたいと思った。

とにかくロックバンドが好きで、音楽フェスやライブによく

行っていた時に、アーティストを身近で支えるスタッフを目

の当たりにし、私もそうなりたいと思いました。今では楽器の

セッティングやチューニ

ングなどを決められた時

間内でできるようになり

ました！ライブ研修で実

際の転換作業に関われ

るのも嬉しいですね。

mon. tue. wed. thu. fri . sat . mon. tue. wed. thu. fri . sat .時間割例 時間割例

ロ
ー
デ
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ー
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ス

照
明
コ
ー
ス
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STUDENT VOICE

森木 優羅
愛媛県立今治南高等学校 出身

感動を与えられる人になりたい。

ライブが好きで、行く度にたくさんの感動をもらいます。その

中にはアーティストはもちろん、たくさんの支えるスタッフさん

がいます。人に感動を与えられるライブに関わりたいと思い、

将来の目標になりました！授業では実際に自主企画ライブを

行うのですが、お客さ

んがライブを楽しんで

いる姿を見ると嬉しい

気持ちになりますね。

◉イベンター　◉舞台監督　◉テレビ番組制作スタッフ　◉ラジオ番組制作スタッフ

コンサートスタッフ

目指す仕事 Aiming works

コース

◎Illustrator®クリエイター能力認定試験【スタンダード】  ◎色彩検定3級　◎Word文章処理技能認定試験2・3級　◎Excel文章処理技能認定試験2・3級
◎秘書検定2・3級  ◎コミュニケーション検定【初級】【上級】取得できる資格

資格を取得して希望の就職へ

企画書の作成をはじめ、ブッ
キング業務、宣伝や予算管理
など、学生が主体となって実
際にイベントを実施し経験を
積んでいきます。

▲

企画制作

実際にアーティストをブッキン
グし、データ収集やステージ資
料の作成、当日は他セクション
と連携しながら実践経験を積
んでいきます。

▲

スタッフワーク

ステッカー、ラバーバンド、うち
わ、タオルやTシャツなどの代
表的な物販商品の製作を通
して、商品開発力を養うととも
にマーケティングについても
学びます。

▲

プロダクトデベロップメント

CHECK
WEBSITE

◉アーティスト・タレントマネージャー　◉A&R　◉プロモーター

目指す仕事 Aiming works

コース

◎Illustrator®クリエイター能力認定試験【スタンダード】  ◎色彩検定3級　◎Word文章処理技能認定試験2・3級　◎Excel文章処理技能認定試験2・3級
◎秘書検定2・3級  ◎コミュニケーション検定【初級】【上級】取得できる資格

資格を取得して希望の就職へ

音楽・芸能業界における相関
図の理解をはじめ、タレント・
アーティストのスケジュール管
理方法や著作権などのマ
ネージャーに必要な専門知識
を学びます。

▲

マネジメント知識

タレント・アーティストのオフィ
シャルホームページやファンク
ラブの運営を想定し、実際に
WEBページの作成方法及び
編集方法を身に付けます。

▲

WEBデザイン

ステッカー、ラバーバンド、うち
わ、タオルやTシャツなどの代
表的な物販商品の製作を通
して、商品開発力を養うととも
にマーケティングについても
学びます。

▲

プロダクトデベロップメント

CHECK
WEBSITE

1時限
09:00～10:30

PC知識

電気・
舞台知識

プロダクト
デベロップメント

企画制作

企画制作

一般教養

音楽史
イベント
制作知識

スタッフワーク 広告デザイン

スタッフワーク

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

ライブ研修
など

1時限
09:00～10:30

PC知識

電気・
舞台知識

プロダクト
デベロップメント

企画制作

企画制作

一般教養

音楽史
マネジメント
知識

スタッフワーク WEBデザイン

スタッフワーク

2時限
10:40～12:10

3時限
12:50～14:20

4時限
14:30～16:00

5時限
16:10～17:40

選択授業
P.05

［課外］

ライブ研修
など

タレント・アーティストマネジメント

STUDENT VOICE

紫垣 蓮
熊本県立熊本農業高等学校 出身

芸能界でマネジメントの仕事に
就くことが今の目標です。

テレビで芸能事務所をピックアップした番組を見て感銘を受

けました。テレビで見た、芸能人を支えるマネージャーになるの

が将来の目標です！好きな授業は全部です。高校では学べな

いことがほとんどなの

で、全部の授業を大切

にしています。

mon. tue. wed. thu. fri . sat . mon. tue. wed. thu. fri . sat .時間割例 時間割例
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藤田　皆ライブ研修に参加してどうだった？

中井・師井・杉山　とにかく夏のフェスは暑かったです…（笑）

師井　でも本番前の仕込みから、本番後のバラしまで一貫して
フェスに携わることができて楽しかったです。入学するま
では完全にお客さんの立場だったので。

杉山　あんなに大きなステー
ジの音響仕込みから
携わることができて、
本番でフィナーレを迎
えた時は感激しました！

中井　自分の未熟さを痛感し
ました…。

藤田　それぞれ思う部分があったみたいだけど、授業では経験で
きないことが現場では経験できるし、実際プロの仕事を
間近で見ることが何より勉強になる。就職した時のイメー
ジもつくよね。

藤田　ライブ研修は日頃の授業で学んだことを発揮してもらう
場所でもありますが、社会人の心得というか…皆には気
持ちの部分も学んでほしい。当たり前のことではあるけ
ど、挨拶とか返事の仕方とか社会に出た時に役立つこと
が現場にはあります。

師井　確かに現場にはたくさんのスタッ
フさんがいて、人それぞれだなとは
感じました。コミュニケーションの
取り方は意識させられましたね。

杉山　確かにそうですね。
周りのスタッフさんと
コミュニケーションが
取れると、私たちも
フェスを作る一人な
んだと一体感を感じ
ます。

中井　特に本番中は大音量で音楽が流れるので、大きな声で
話して伝えることも必要ですね。

藤田　皆何回も研修に参加しているけど、これからも引き続き参
加してほしい。　何でだと思う？

中井　……勉強のためですか？

藤田　それもあるけど、これから下級生が研修に参加した時に、き
ちんと面倒を見ることができるようになってほしい。人を動
かすことは難しいけどとても大事。気持ちよく人を動かす能
力を育んでほしい。ライブ研修でしか学べないことがたくさ
んあるので、これからも研修の時は一緒に汗を流そう！（笑）

中井・師井・杉山　頑張ります！

ライブ現場は授業だけでは学べないことが経験できる貴重な場所。

ESP学園

ライブ研修
内容

E S P学園のライブ研修

運営・制作セクション
アーティストの楽屋準備や、来場者の
整列・誘導など全体に関わります。大
型フェスはイベントごとにイメージがあ
るので、イメージに合った装飾を行いま
す。来場される方への配布物準備や、
アーティスト楽屋のケータリングサ
ポートなど、イベント全体のサポートを
行います。

音響セクション
アーティストが演奏する音を、観客が
聞きやすい音に調整します。音響機材
の搬入から始まり、PA卓やマイクの
セッティングを行います。特にライブで
はたくさんのマイクを使用するので、事
前準備が必要です。セッティング後は
サウンドチェックを行い、音のバランス
を整え本番に臨みます。

ステージセクション
音響・照明・楽器の各セクションをまと
める、ライブステージの心臓となるセク
ションです。バミリと言われる、アーティ
ストや機材の立ち位置を決める作業
から、タイムスケジュールやステージ
セッティングの確認などを行い、ライブ
演奏を成功させる為にステージ上から
各セクションに指示を送ります。

コンサートやイベントを作りあげるために、
たくさんの企業やスタッフが携わっています。
ESP学園のライブ研修においても、
担当するセクションやその研修内容は様 ！々
学生たちの研修内容とライブ現場の
スタッフの仕事を紹介します。

照明セクション
アーティストとライブをより輝かせる、光と
色の演出を行います。照明機材の搬入か
ら始まり、照明図面を見ながらセッティン
グを行います。ライブ本番はアーティスト
や楽曲に合わせてステージを演出します。

楽器セクション
アーティストの楽器を専門に扱います。演
奏本番までに、ステージ袖で楽器（ギ
ター・ベース・ドラムなど）のセッティング
やチューニングを行います。演奏終了後
はメンテナンスも行います。

これまでにライブ研修で参加した音楽フェス〈例〉

NAGASAKI 2019
in HUIS TEN BOSCH

※ライブ研修における学生の研修内容は、イベントごとに異なります。

他多数

超
現
場
主
義

Talk

音楽芸能スタッフ科
PA&レコーディングコース

杉山 樹里亜

音楽芸能スタッフ科
教務

藤田 奨
音楽芸能スタッフ科
PAコース

師井 彩夏

音楽芸能スタッフ科
PAコース

中井 康太

E S P学園のライブ研修

専攻コースのことだけではなく、気持ちの部分も学んでほしい。
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E S P学園のライブ研修

開 催 日：2019.6.8（SAT）
開催場所：ハウステンボス

第一駐車場特設ステージ
URL：http://blazeupnagasaki.net/
カメラマン ： 半田安政（Showcase）

出演者
SHANK、BRAHMAN、CROSSFAITH、dustbox、ENTH、
G-FREAK FACTORY、HEY-SMITH、
SiM、04 Limited Sazabys、四星球

NAGASAKI 2019
in HUIS TEN BOSCH

04 Limited Sazabys BRAHMAN

CROSSFAITH dustbox

SiMHEY-SMITH

SHANK

四星球

ENTH

G-FREAK FACTORY

開 催 日：2019.9.29(SUN)
開催場所：ミクニワールドスタジアム北九州
URL：https://aso-rockfes.com/
Ⓒ 阿蘇ロックフェスティバル2019 製作委員会

出演者
泉谷しげる、さだまさし、AK-69、KEYTALK、シシド・カフカ、
竹原ピストル、Poppin'Party strings（愛美・大塚紗英・西本りみ）、
ももいろクローバーZ、RAISE A SUILEN

泉谷しげる with BAND

開 催 日：2019.6.30（SUN）
開催場所：福岡ヤフオク!ドーム
URL：https://www.fukuokamusicfes.com/

開催日程：2019.9.21（SAT）.22（SUN）
※22（SUN）は悪天候の為中止

開催場所：福津・恋の浦 野外ステージ
URL：https://munafes.jp/

出演者
RAM WIRE、ベリーグッドマン、ファンキー加藤、ゴールデンボンバー、
有安杏果、氣志團、KREVA、C&K、きゃりーぱみゅぱみゅ

開催日程：2019.8.23（FRI）.24（SAT）.25（SUN）
開催場所：山口きらら博記念公園
URL：https://www.wildbunchfest.jp/

出演者
奥田民生、THE ORAL CIGARETTES、SUPER BEAVER、
10-FEET、東京スカパラダイスオーケストラ、
NICO Touches the Walls、BiSH、04 Limited Sazabys、
フジファブリック、マキシマム ザ ホルモン、ヤバイTシャツ屋さん、ゆず、
9mm Parabellum Bullet、ゲスの極み乙女。、
Ken Yokoyama、ジェニーハイ、SHISHAMO、SIX LOUNGE、
Dragon Ash、TRIPLE AXE、MONOEYES、[ALEXANDROS]、
KANA-BOON、キュウソネコカミ、King Gnu、go!go!vanillas、
サカナクション、Hump Back、BLUE ENCOUNT、フレデリック、
My Hair is Bad、UNISON SQUARE GARDEN、
WANIMA　and more 超

現
場
主
義
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D E B U T  S U P P O R T  S E C T I O N

FOR YOUR
MUSIC LIFE

デビューサポートセクション
好きな事を、ずっと続けられるように。

着実に夢を実現する強力サポート！

業界ネットワークにより
数多くの企業が
ESP学園に協力！！

徹底的なサポート体制で
在校生・卒業生のデビューを
強力バックアップ！！

魅力を最大限に引き出す

セルフプロデュース

卒業生に対しても在学中と同じ内容で徹底的にサポートし続けます。

卒業後も在学中と

同じサポートが受けられる

校内オーディション

楽曲コンペ

…etc.

CDプレス 楽曲配信

楽曲レコーディング

…etc.

基礎を学ぶ！
授業でしっかり

何ごとも基礎が大切。
知識・技術の習得に励みましょう。

STEP 01STEP 01
ライブパフォーマンス力を身に付ける！
校内イベントで経験を積み重ね、

授業の成果を発揮して、観客を魅了する力を身に付けよう。

STEP 02STEP 02
魅力的な「プロフィール用紙」や「音源」を準備！
オーディション合格のための、

気持ちが伝わる内容と、魅力的な写真で、あなたの個性を最大限に活かすアドバイスを行います。

STEP 04STEP 04
オーディションにエントリーして、本番に備える！
自己PRの仕方やオーディションでの立ち居振舞いなどを事前にチェック！
本番でより良いパフォーマンスができるようになりましょう。

STEP 05STEP 05
オーディション情報をチェック！
デビューサポートセクションを利用して

ヴォーカリスト、バンド、楽器パート、クリエイターなど、
最新のオーディション情報を提供します。

STEP 03STEP 03
デビューまでの道のりデビューまでの道のり T H E  R O A D  T O  D E B U TT H E  R O A D  T O  D E B U T

デビューサポートセクションでは、ESP学園の全国に広がる業界ネットワークで多彩なデビューのチャンスを提供。
デビューに向けての技術だけではなく、あなたが持つ人間力を高める指導で徹底的にサポートします。ESP学園流

ESP学園主催の最大規模オーディション

ドリームキャッチャー

ESP DREAM CATCHER(ドリームキャッチャー)は、プロデビューを目指す学生に
対し、新人アーティストの発掘を目的とするESP学園独自のオーディションライブで
す。当日はメジャーレコード会社をはじめ、インディーズレーベル、音楽プロダクショ
ン、音楽出版社など、数多くの業界関係者を迎え、直接プレゼンテーションします。

その手でデビューを掴み取れ！

東京校で開催された本選では、自分の中で渾身の楽曲を歌唱しました！

結果複数社から追加リクエストをいただき、日頃の授業の成果が発揮で

きたと感じました。また、参加された企業から評価シートもいただけるので、

今後のスキルアップにも繋がります。

福岡校代表として挑んだ本選。
メジャーレコード会社をはじめとした複数社から
お声掛けをいただきました！

理由

4
理由

2

理由

3
理由

1
福岡校・東京校・大阪校・MI東京と、
全校規模の学内オーディション！

各校のオーディションで選ばれた在校生、
卒業生が立つことのできる本選ステージ。
業界関係者の目の前で最高のステージを披露しよう！

本選ステージ終了後、
業界関係者へ追加資料の送付や面談の設定など、
徹底したアフターフォローを実施！

サウンドクリエイターコース

野田 淳平

STUDENT VOICESTUDENT VOICE
▶校内オーディション School audit ion

▶楽曲コンペ Music competit ion

▶楽曲配信 Music distribution

▶セルフプロデュース Self-produced
アーティスト写真の撮影 自己PRの添削

集客・プロモーションツール制作のアドバイス

…etc.
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D E B U T  S U P P O R T  S E C T I O N

FOR YOUR
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デビューサポートセクション
好きな事を、ずっと続けられるように。

デビューに近づこう！！
デビューサポートセクションをフル活用して

SUPPORT 1 PICK UP!

ESP学園生限定のオーディション・
楽曲コンペを開催！
ESP学園の在校生・卒業生のみを対象として、業界関係者を校内に招き、オーディシ
ョン・楽曲コンペを開催します。在学中のデビューを目指して、最大限のパフォーマン
スを披露しよう！

校内オーディション ・ 楽曲コンペ

校内でのバンド・ユニット活動を
全面的にバックアップ
BAND ARTIST STATION通称BASは、校内でのバンド・ユニット結成サポートから
始まり、結成したバンド・ユニットへのレッスンを行います。通常授業外（毎週土曜日）
に、ライブステージングや曲作り、活動方法などのアドバイスが行われます。

BAND ARTIST STATION（BAS）

デビューに繋がるオーディション！

■（株）アワーソングス クリエイティブ

■（株）アクアムンダアンドアソシエイツ

■（株）AMAZONLATERNA

■ エイベックス・マネジメント（株）

■（株）エスエム・エンタテインメント

■（株）オフィス海風

■（株）グッデイ 

■（株）グランドファンク

■（株）グローブ・エンターブレインズ

■（株）ゴールドラッシュエンターテインメント

■（株）ザザ

■（株）ジョバンニ

■（株）スターダストプロモーション

■ スペースクラフト・エンタテインメント（株）

■（株）ソニー・ミュージックエンタテインメント

■（株）ソニー・ミュージックアーティスツ

■（株）テレビ朝日ミュージック

■（株）ハイキックエンタテインメント

■（株）ハニー・ビート

■ ビクターミュージックアーツ（株）

■ ひよこファイターmusic合同会社

■ フェーズb・エンタテインメント（株）

■（株）FOURseam

■（株）ポニーキャニオン

■（株）ホリプロ

■ ミュージックセキュリティーズ（株）

■（株）ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス

■（株）夢グループ

■（株）ライフドキュメンタリー

■（株）ワーサル

■（株）ワタナベエンターテインメント

■（株）JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント

■（株）LDH JAPAN

■ LINE（株）

■ LINE MUSIC（株）

■TFクリエイティブワークス合同会社

■（株）YG ENTERTAINMENT JAPAN
他多数

来校企業実績 企業名は原則として来校時のものです。　※姉妹校実績含む

SUPPORT 1 SUPPORT 2

練習環境とプロモーションツールを
徹底的にサポート！
スタジオや教室は無料で開放しています。個人練習やバンドリハーサルなど、様々な形式に対応
しています。また、校内のレコーディングスタジオを使用し、デモ音源の制作も可能です。CD100
枚プレスや楽曲配信も無料で行えるので、プロモーションツールとして存分にアピールできます。

スタジオレンタル ・ 楽曲レコーディング
+ CD100枚プレス + 楽曲配信 

SUPPORT 3

魅力を最大限に引き出す
PR術をアドバイス！
数々のオーディションで合格する為には、思い通りのイメージで演出することが大事。
魅力を最大限に引き出す為、プロフィール用紙の添削から、提出音源のアドバイスま
で徹底的にサポートします。

セルフプロデュースアドバイス

SUPPORT 4

企業インタビュー

音楽芸能プロダクション・レコード会社のスカウト担当者

を招き、ESP学園の在校生・卒業生のみを対象とした、

校内オーディションを定期的に開催しています。バンド・

ヴォーカリスト・ダンサーなど幅広いジャンルのオーディ

ション情報を多数公開しているので、希望する将来に合

わせたオーディションを選択して受けることができます。

楽曲コンペと呼ばれる、楽曲のオーディション情報を多

数公開しています。楽曲コンペを勝ち抜くと、活躍する

アーティストへの楽曲提供やメディアで使用されるな

ど、自身で制作した楽曲が世に流れます。

校内オーディション

楽曲コンペ

入学して間もない頃から、受けることができるオーディションは全て受け
ています。校内オーディションでは、細かいアドバイスもいただけるので
スキルアップに繋がります。最近ではメジャーレコード会社主催の大型
オーディションに参加し、3次審査まで残りましたが残念な結果に・・・。
悔しさをバネにして、引き続きデビューに向けて頑張ります！

繰り返しオーディションを受けることで
自信がつきました！

ヴォーカルコース

御舟 龍志

STUDENT VOICE

校内には楽曲コンペの情報が多数寄せられ、アーティストへの提供案
件やテレビやラジオなどのメディア案件など幅広いです。最近では全
国放送のテレビ番組で楽曲を採用いただき、リアルタイムで放送を見
た時はとにかく感激しました！

自分で制作した楽曲が
全国放送のテレビで流れました！

サウンドクリエイターコース

河村 仁

STUDENT VOICE
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坂口 瑞季氏
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント
SDグループ　開発部（福岡駐在）

私はソニー・ミュージックエンタテ

インメントで九州・沖縄・山口を

中心に新人発掘と育成を行って

います。ESPエンタテインメント

福岡は綺麗な校舎と設備で最

高の環境だと思います。その素

敵な環境を有効に使って自分の

夢にどんどん近づいてください。

C o m p a n y  i n t e r v i e w

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

石橋 亜依氏
エイベックス・マネジメント株式会社

専門学校に入学されたという行動は夢

に近づくための大きな一歩だと思いま

す！踏み出した後、どのように学内・学

外で活動していくのかが大事だと思う

のでその結果がオーディションでのパ

フォーマンスに繋がると思います！皆さ

まの素晴らしいパフォーマンス、作品に

出逢えることを楽しみしております♪

C o m p a n y  i n t e r v i e w

エイベックス・マネジメント株式会社
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キャリアサポートセクション
好きな事を、ずっと続けられるように。

就職活動スケジュール
2年間の学生生活は通常授業だけではなく、就職活動支援イベント、ライブ研修、資格検定試験などを行っています。

ライブ研修で
プロの現場を経験
数々の大型フェスをはじめ、全国のライブ現場に

スタッフとして参加するライブ研修。技術のレベ

ルアップはもちろん、業界関係者とコネクションを

作ったり、就職を有利にするチャンスです。

最新の求人情報を
キャッチ！
ESP学園は、これまで多くの人材を業界に輩出し、

様々な企業で卒業生が活躍しています。長年にわ

たる信頼があり、エンタテインメント業界とのネット

ワークが強いからこそ、新しい就職情報をキャッチ

でき、毎年多くの求人票が寄せられています。

事前準備も個別に徹底サポート！ 
専任スタッフが一人ひとりに合ったキャリアデザインを一緒に考えていきま

す。また就職活動用の写真撮影会や模擬面接練習も実施。徹底した個別

指導でしっかりサポートします。

担当スタッフがいつでも学生の相談に応じら
れるようにしています。学生の活動状況や希
望をヒアリングし、一人ひとりに合った求人紹
介・面接サポートを行います。

個別進路相談

企業で実際に仕事を体
験する事で、職種や会
社の雰囲気を深く知る
事ができ、知識・技術を
高めていきます。

インターンシップ

エンタテインメント業界の企業を招いて、会
社説明会を開催。少人数で直接話を聞く事
ができるので、仕事の魅力、業界の事や展
望、選考のポイントなどを知る事ができます。

合同企業説明会

求人募集中の企業にお越しいただき、随
時説明会を開催しています。採用担当者
とじっくり話をする事もできます。

校内企業説明会

就職アドバイザーを招いて、働く事への考
え方やコミュニケーション力、自己ＰＲのポ
イントなど、本格化していく就職活動に向
けた意識づけを行います。

外部講師による就職セミナー

●
入
学
式

●
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
授
業

●
就
職
活
動
ス
タ
ー
ト

●
リ
ク
ル
ー
ト
ダ
イ
ア
リ
ー
配
布

●
個
別
進
路
相
談

●
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
セ
ミ
ナ
ー

●
外
部
講
師
に
よ
る
就
職
セ
ミ
ナ
ー

●
就
活
写
真
撮
影
会

●
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
ス
タ
ー
ト

理由

4
理由

2

理由

3
理由

1

希望の就職を叶える強力サポート！

S u p p o r t  r o o m

7階にあるサポートルームでは、

希望の就職を叶えるための

サポートをたくさん用意しています。

サポートルーム紹介サポートルーム紹介

求人やインターンシップなど就職に関する
情報を公開。自由に出入りできるので、自
分の都合の良い時間に求人を探すことが
できます。

キャリアサポート担当のスタッフが、随時
相談を受け付けています。就職の悩みか
ら、業界の疑問など、分からない事はなん
でも相談できる環境が整っています。

●
卒
業
式

●
個
別
進
路
相
談

●
校
内
企
業
説
明
会

●
就
職
活
動
二
次
募
集
ス
タ
ー
ト

●
合
同
企
業
説
明
会

●
進
路
調
査

●
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
授
業

●
就
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
・
授
業

4月
Apr i l

5月
May

6月
June

7月
July

8月
Augus t

9月
Sep tember

10月
Oc tober

11月
November

12月
December

1月
Januar y

2月
Februar y

3月
March

学校からの紹介で2年生の夏頃、インターンシップに参加しました。インターン
シップでは実際の仕事に関わるので、就職後の仕事内容や就労環境など、イ
メージを膨らますことができました。インターンシップ中の仕事に対する働きを評
価いただき、そのまま就職内定に繋がりました！

インターンシップがきっかけで就職先が決まりました！

マネージャーコース

石川 優夏

STUDENT VOICE

業界の就職動向を常にキャッチしているESP学園だから、就職後の転職活

動や再就職の相談にも対応できます。卒業してからもずっとESP学園はサ

ポートし続けます。

卒業後も在学中と

同じサポートが受けられる

▶インターンシップ

▶求人票の提供

▶合同企業説明会

▶個別相談

…etc.
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CSS
C A R E E R  S U P P O R T  S E C T I O N

FOR YOUR
MUSIC LIFE

キャリアサポートセクション
好きな事を、ずっと続けられるように。

を叶えた先輩達を叶えた先輩達

Q1.就職活動で頑張った事

とにかく自己分析を頑張りました！自分はどんな長所があり、どん
な人間なのか、改めて自分を見つめ直すことで、深く自分を知る
ことができたと思います。今までは短所だと思っていた部分も、
考え方次第では長所として捉えることができるということも知り
ました。しっかりと自己分析することで、面接時にどんな質問をさ
れても答えられる引き出しを多く作ることができたので、内定に
繋がったと思います。

Q2.就職活動をする上で役に立った事

私は色々なことに興味があり、どの仕事に就きたいのか方向性
を決めるのにすごく悩みました。実際に経験しないと分からない
ことも多いと思い、学校から紹介されたアルバイトに参加して、
色々な分野の仕事を経験しました。実際に経験することでイ
メージとの違いや、意外な面白さ、やり甲斐を見つけることがで
きました。方向性をしっかり決めた上で就職活動を始められたの
で、スムーズに内定をいただくことができたと思います。

Q3.これからの目標

PAだけでなく、照明や映像についても学んでいき
たいです。他コースと合同で行うスタッフワークの
授業で、照明演出の深さや映像素材の必要性を
知ることができました。PAだけでなく幅広い知識・
技術を習得し、仕事の引き出しを増やしていきた
いです。最大限のエンタテインメントを提供できる
ように、これからも色々なことに興味を持ち、自ら学
ぶ姿勢でチャレンジしていきます。いち早く必要と
されるPAオペレーターになる為にこれからも頑張
ります！

D r e a m  c o m e  t r u e

PAコース

山口 遥音

株式会社 バンケット・プランニング

Q1.就職活動をする上で役に立った事

元々人と話すのが好きな事が、面接ではとても役立ち
ました。面接では限られた時間内で、自分という人間を
アピールしなければならない為、面接官とのコミュニ
ケーションには気を遣いました。あまり面接などでは緊
張しないのですが、校内で模擬面接があったおかげ
で、本番では緊張せずに臨むことができました。

Q2.これからの目標

エンタテインメント業界でマネージャーとして働く事
が夢でした。これからは上京し、俳優さんの担当マ
ネージャーとして、いち早く即戦力となれるように
日々努力です！いずれは新人発掘業務や育成にも
携わっていきたいです。

マネージャーコース

足立 諒

INTERVIEW

2

Q1.就職活動をする上で役に立った事

マンツーマンでの面接練習や、エントリーシートの書き方を
細かく教えてもらったことが役に立ちました。エントリーシー
トの内容で面接試験に進めるかが決まるので、文章だけで
自分のアピールポイントをどれだけ伝えることができるかを
考えて書きました。企業提出前にはしっかり添削もしてもら
えたので、安心して就職活動を進めることができました。

Q2.これからの目標

入社後はレコーディングだけではなく、音響などの仕
事もあるので、日々勉強して新しい知識・技術をどん
どん身に付けていきたいです。何よりも仕事を楽しむ
ことが一番だと思うので、自分自身楽しみながらコツ
コツ頑張ります！

レコーディングコース

岸本 萌未

INTERVIEW

3

Q1.就職活動をする上で役に立った事

PAの先生は全員現役のエンジニアなので、PA業
界の実情やどの会社がいいなどの情報をたくさん
聞いた上で就職活動を始めました。2年生の夏まで
に内定をいただくことを目標としていましたが、早い
段階で情報収集ができていたこともあり、早期の内
定をいただくことができました。

Q2.これからの目標

技術面ももちろん大事ですが、それ以上にコミュニ
ケーションが大切な職業だと感じている為、社会人と
しての礼儀作法や一般常識をきちんと学び、周りと
連携しながら仕事ができればと思います。PAオペ
レートはできて当たり前の世界なので、プラスαの部
分を磨いていきたいです。

PAコース

本田 匠真

INTERVIEW

4

Q1.就職活動をする上で役に立った事

インターンシップに積極的に参加した事が役に立ちまし
た。実際の現場に入るので、会社の雰囲気や仕事内容
を直で知ることができたのがよかったです。学校で学ん
だ知識・技術を活かす場でもあるので、上手く動けた時
は成長を感じました。インターンシップ終了後にそのまま
内定をいただき、就職活動を終えることができました。

Q2.これからの目標

直近の目標は一人前の照明オペレーターになる事で
す。そうなる為に入学し、2年間照明について学んで
きたので、いち早く実現できるように人一倍努力しま
す！苦手なピンスポットライトも、的確にスムーズに当
てることができるように頑張ります。

照明コース

佐藤 友美

INTERVIEW

5

INTERVIEW

1

INTERVIEW

レコード会社・音楽出版・
プロダクション関係
（株）アクセルエンターメディア

（株）ETB RIGHTS

（株）SDR

（株）オスカープロモーション

（株）スウィートパワー

青年座映画放送（株）

（株）ソニー・ミュージックアーティスツ

（株）テイクオフ

（株）ディスカバリー・ネクスト

（株）プラチナムプロダクション

（株）ラストラム・ミュージックエンタテインメント

コンサート制作・舞台美術・
楽器ローディー関係
（有）アストロノミカル・ユニット

（株）カスト

（有）クリエイション

（株）サウンドクルー

（株）サンフォニックス

（株）シミズオクト

（株）チームアクティブ

（株）特効

日本ステージ（株）

（株）レオミュージック

PA・音響関係
（株）アットサウンドカンパニー

（株）イーストサウンド

（株）エス・シー・アライアンス

LSDエンジニアリング（有）

（株）クレア・ジャパン

（株）ジェー・エス・エス

（株）ジョイサウンドプロモーション

セカンドステージ（株）

（株）綜合舞台

（株）東京三光

（有）ビッグブラザーズ

（株）ミュージックリザーブ

照明関係
ACME JAPAN（株）

（株）エムテック・スタイル

（有）ガレージワン

（株）共立

（株）クリエイティブ・アート・スィンク

（株）綜合舞台

（株）東京舞台照明

（株）ニイイチゴ

（株）パシフィックアートセンター

PRG（株）

ライティングビッグワン（株）

テレビ局・ラジオ局・番組制作・
映像技術関係
麻布プラザ（株）

アートプラザ（株）

（株）オルタスジャパン

クリムゾンテクノロジー（株）

（株）シネ・フォーカス

（株）東京サウンド・プロダクション

ヌーベルアージュ（株）

三友（株）

（株）ルールブック

レスパスビジョン（株）

レコーディング・
リハーサルスタジオ関係
（株）エムアイティギャザリング

（株）サウンドインスタジオ

（株）サウンド・シティ

（株）JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント

（株）芝浦スタジオ

（株）ノア

（株）バーディハウス

prime sound studio form

（株）プラネット・キングダム

（株）ミキサーズラボ

ライブハウス・ホール施設・
ブライダル技術関係
（株）アズミックス

（株）エクスプロージョンワークス

（株）エッグマン

池袋EDGE

（株）シブヤテレビジョン

渋谷DESEO

（株）Zeppホールネットワーク

（株）テクニコ

（株）東芸エンタテイメンツ

（株）バンケット・プランニング

※姉妹校実績含む

主な就職実績

青年座映画放送 株式会社

株式会社 ミュージックリザーブ

有限会社 ビッグブラザーズ

有限会社 ガレージワン
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※学費は二期に分けて納入する事ができ、納入の際は学費サポートをご利用いただく事もできます。
※一度納入された学費や提出された書類などは、原則として返却する事や効力を延長する事はできません。
ただし、2021年3月31日（水）までに入学辞退の意思を示した方には、入学金を除く学費を返金します。
※本校では学校管理下中や通学中における事故などを一部補償する「学生生徒災害傷害保険・賠償責任保険」に加入しています。なお、保険料は上記学費に含まれています。

単位：円

昼間部 入学金 授業料 実習費 施設費 学費年額合計 分納の場合

1年次 200,000 600,000 300,000 400,000 1,500,000 第一期納入額
850,000

第二期納入額
650,000

2年次 600,000 300,000 400,000 1,300,000 第一期納入額
650,000

第二期納入額
650,000

夜間部 入学金 授業料 実習費 施設費 学費年額合計 分納の場合

1年次 200,000 300,000 150,000 200,000 850,000 第一期納入額
530,000

第二期納入額
320,000

2年次 300,000 150,000 200,000 650,000 第一期納入額
330,000

第二期納入額
320,000

学費年額合計以外の教材費、教科書代、研修費（ライブ研修時の宿泊・交通費など）は必要ありません。

※個々の必要に応じて教材などの購入、また希望者のみ参加する研修旅行やその他プログラムなどは、別途費用が必要になります。

※全学科とも男女共学です。募集定員は各学科の総数で定員に達し次第、締切となります。

2021年度 学生募集要項

■募集定員

■学費について

昼間部

夜間部

●高等学校新卒者
（2021年3月に高等学校卒業見込者。または、修業年限3年の専修学校高等課程卒業見込者、および修了見込者）

●高等学校既卒者
（大学・短期大学・専門学校進学者。または、修業年限3年の専修学校高等課程既卒者、および修了者）

●2021年3月に高等専門学校卒業見込者、および修了見込者。
または、既卒者および修了者。

●文部科学省高等学校卒業程度認定試験（旧：大学入学資格検定）合格者
で年齢が満18歳以上（2021年4月1日時点）の方。

●中学校卒業者で年齢が満18歳以上（2021年4月1日時点）であり、本校に
て筆記試験、面接試験の審査により高等学校卒業と同等以上の学力が
あると認められた方。
（出願書類についてはいくつか必要な書類がありますので、入学事務局までご連絡ください。）

※上記に該当しない方は、入学事務局までお問い合わせください。　※留学生の方は入学資格が異なりますので、入学事務局までお問い合わせください。

音楽・エンタテインメントに深い興味を持ち、向学意欲旺盛で下記のいずれかに該当する方。 全ての出願にあたり書類選考を行います。

■入学資格 ■選考方法

本校は、❶修業年限が2年以上、❷卒業に必要な総授業時間数が1700
時間以上、❸試験などにより成績評価を行い、その評価に基づいて卒業
認定を行っている、という文部科学省の「専門士の称号を付与される要件」

を満たしているため、卒業時に「専門士」の称号付与が文部科学大臣より
認定されています。また、卒業と同時に大学編入資格が与えられ、希望者は
大学編入のサポートを受けることができます。

■卒業時に付与される称号について

※夜間部については、「専門士」称号の付与要件を満たしていないため、卒業時の「専門士」称号付与は適用されません。
通学定期券や学生証のご利用、大学編入のための称号を付与することもできませんので、あらかじめご了承ください。

ヴォーカルコース
シンガーソングライターコース
ギターヴォーカルコース
ギターコース
ベースコース
ドラムコース
アーティスト総合コース
ネットアーティストコース
サウンドクリエイターコース
ヴォーカルパフォーマンスコース
ダンスパフォーマンスコース
声優アーティストコース
声優養成コース
俳優養成コース
PAコース
レコーディングコース
PA＆レコーディングコース
照明コース
ローディーコース
企画制作コース
マネージャーコース

音楽アーティスト科 ８５名 ２年

声優芸能科 １５名 ２年

音楽芸能スタッフ科 ７０名 ２年

学科名 コース名 募集定員 年限

学科名 コース名 募集定員 年限
ヴォーカルコース
シンガーソングライターコース
ギターヴォーカルコース
ギターコース
ベースコース
ドラムコース
サウンドクリエイターコース
PAコース
照明コース

音楽アーティスト科Ⅱ部 34名 ２年

音楽芸能スタッフ科Ⅱ部 36名 ２年

エントリー期間

 2020年7月   1日（水）～ 7月15日（水）

 2020年7月 16日（木）～ 7月31日（金）

 2020年8月   1日（土）～ 8月15日（土）

第一次募集

第二次募集

第三次募集

 2020年8月 16日（日）～ 8月31日（月）

 2020年9月   1日（火）～ 9月11日（金）

第四次募集

第五次募集
※AOエントリー期間は第一次～第五次募集まで設けておりますが、早期にエントリーを締め切る場合があります。
※AO入学で定員（合格者）を満たす事はありません。

高等学校新卒者で在学校の推薦基準（学力推薦や人物推薦など）を
満たし、本校所定の推薦書（別冊：学生募集要項参照）に校長（学部
長、担任の先生でも可）の推薦があれば、推薦入学として出願できます。
本校では特に推薦基準値は設けていません。ただし、単願者（専願者）
のみ対象となるため、他の大学・短期大学・専門学校などとの併願は行
えません。

◎推薦入学

願書受付期間 2020年10月1日（木）～2020年12月18日（金）

選考料

※定員に達し次第締切となります。
※一度納入いただいた選考料は返金できません。また、インターネット（オンライン）バンキングに
よる選考料の納入は受け付けていません。

20,000円

願書受付期間 2020年9月1日（火）～2020年10月16日（金）

選考料

※定員に達し次第締切となります。
※一度納入いただいた選考料は返金できません。また、インターネット（オンライン）バンキングに
よる選考料の納入は受け付けていません。

10,000円

本校の入学資格を持つ方であれば、出願可能です。また、一般入学での
み併願制度を利用する事ができます。併願をご希望の方は、出願時に入
学事務局までご連絡ください。なお、併願校は、「2021年3月5日（金）ま
でに合否結果が判明する大学および短期大学」のみとさせていただきま
す。専門学校との併願は行えません。

◎一般入学

願書受付期間 2020年10月1日（木）～2021年3月19日（金）

選考料

※定員に達し次第締切となります。
※一度納入いただいた選考料は返金できません。また、インターネット（オンライン）バンキングに
よる選考料の納入は受け付けていません。

20,000円

◎AO入学

※エントリーの段階では選考料は一切かかりません。
※高等学校新卒者は、AO入学エントリーシートの学校承認署名欄に
在学校の校長（学部長・担任の先生・進路指導の先生なども可）の署名が
必要となります（高等学校新卒者以外の方は、学校承認署名は必要ありません。）。

●AO入学エントリー条件
本校の入学資格を持ち、アドミッションポリシーに適合し、ESP学園のオープン
キャンパスに参加した事のある方が対象となります。

※詳細は同封の「2021年度学生募集要項」をご確認ください。

●AO入学エントリー方法
エントリー期間内に、AO入学エントリーシートを入学事務局へ提出してください。

［提出方法］

❶直接、入学事務局へ提出

❷郵送にて提出

❸Webエントリー
※出願の際に必要な封筒は、後日、審査通過者へお送りします。
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夜間部6POINTS

1クラス10人以下の
少人数制授業！

1クラス10人以下の少人数制授業を
基本とします。経験あり・なしに関わら
ず、学生一人ひとりの個性に合わせ
たスキルアップを目指します。質問な
どもしやすい環境なので、未経験の
方も安心して授業が受けられます。

デビューと
就職を強力バックアップ！｠｠

デビュー・就職へのサポートも万全の体制
でバックアップします。希望進路に必要な
知識・技術を指導し、昼間部の学生同様、
オーディションをはじめ、インターンシップな
ど、サポート内容は全く変わりません。

ライフスタイルに
合わせた授業時間

授業開講日以外にも、申請すればス
タジオやコンピュータルームなどを使
用でき、時間を有効に使えます。

授業以外にも、バックアップ！

校内でのバンドユニット活動をサポートす
るBAND ARTIST STATION、自主企画
ライブサポート、CDプレス＆楽曲配信な
ど、授業以外の活動をバックアップしま
す。

校内イベントに参加！

校内で開催されるあらゆるイベントに
参加できます。夜間部の学生が中心
となって行うイベントなどもあります。

ライブ研修に参加！

日本各地で開催される、音楽フェスやライ
ブなどにスタッフ研修で参加しています。
実際の現場を経験できるまたとないチャ
ンスです！

※学費は二期に分けて納入する事ができ、納入の際は学費サポートをご利用いただく事もできます。
※一旦納入された学費や提出された書類などは、原則として返却する事や効力を延長する事はできません。
ただし、2021年3月31日（水）までに入学辞退の意思を示した方には、入学金を除く学費を返金します。
※本校では学校管理下中や通学中における事故などを一部補償する「学生生徒災害傷害保険・賠償責任
保険」に加入しています。なお、保険料は上記学費に含まれています。

※夜間部については、「専門士」称号の付与要件を満たしていないため、卒業時の「専門士」称号付与は適用
されません。通学定期券や学生証のご利用、大学編入のための称号を付与することはできませんので、あらか
じめご了承ください。

学 費

学費年額合計以外の教材費、教科書代、研修費（ライブ研修時の宿
泊費・交通費など）は必要ありません。ただし、個々の必要に応じて教
材などの購入、また希望者のみ参加する研修旅行やその他プログラムなど
は、別途費用が必要になります。

-2年次 300,000 150,000 200,000 650,000 第一期納入額
330,000

第二期納入額
320,000

200,0001年次 300,000 150,000 200,000 850,000 第一期納入額
530,000

第二期納入額
320,000

入学金 授業料 実習費 施設費 学費年額合計 分納の場合

単位：円

選考方法

▲

AO 入学　　

▲

推薦入学　　

▲

一般入学

詳しくはP.55をご覧ください。

▲

ヴォーカルコース

▲

シンガーソングライターコース

▲

ギターヴォーカルコース

▲

ギターコース

▲

ベースコース

▲

ドラムコース

▲

サウンドクリエイターコース

音楽アーティスト科Ⅱ部

▲

PAコース

▲

照明コース

音楽芸能スタッフ科Ⅱ部

社会人の方やダブルスクールをされる方など
様々なライフスタイルに合わせて通学できます。

1 2

3 4

5 6

NIGHT
SCHOOL
DATA
データで見る夜間部

本校には、
「夢をあきらめない」
人たちが年齢、
地域を問わず
集まっています。

夜間部

詳細はP.37

佐賀 4%
沖縄 5%

1時限目17時50分～19時20分、
2時限目19時30分～21時00分の

週4日が授業
ヴォーカル・バンド・コンピュータ
ルームのスタジオレンタル。

金曜日

オーディションやコンテスト、
ライブ研修への参加。土曜日

授業開講日以外にも自由に参加できます。

1時限
17:50～19:20

2時限
19:30～21:00 一般教養 ヴォーカル

テクニック

リズムヴォーカルの
歴史と体系

セオリー＆イヤー
トレーニング

ヴォイス
トレーニング 歌唱実習

ライブ実習

mon. tue. wed. thu. fri . sat .時間割例

音楽アーティスト科Ⅱ部 ヴォーカルコース／夜間部1年次

何歳の
人が多い？

19歳
10%

20歳以上 
18%

18歳
72%

男女の
比率は？

女性
57%

男性
43%

音楽芸能
スタッフ科
33%

どの学科に
人が多い？

音楽
アーティスト科
67%

出身地は
どこ？

宮崎
14%長崎

13%

熊本
13%

大分
8%

福岡
31%

鹿児島 6%
九州圏外 6%

※学科･年度によって一部変更･追加となる場合があります。
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留学生 世界中から学生が集まるESP学園

一般入学 本校の入学資格を持つ方であれば、出願可能です。ま
た、一般入学でのみ併願制度を利用する事ができます。
併願をご希望の方は、出願時に入学事務局までご連絡
ください。なお、併願校は、「2021年3月5日（金）までに
合否結果が判明する大学および短期大学」のみとさせ
ていただきます。専門学校との併願は行えません。

高校新卒者、社会人、大学生などを問わず対象

2020年10月1日（木）▶2021年3月19日（金）出願期間

エントリー期間 2020年7月1日（水）～ 9月11日（金）

●2021年度 AO入学募集内容
エントリーシート提出
持参・郵送・WEBエントリーにて受付。
※エントリー完了後にはAOエントリー完了票を郵送します。　※エントリー費用は無料です。

エントリー方法

提出されたAOエントリーシートで審査し、
選考結果を簡易書留にて随時お送りします。
内定者には「AO入学内定通知」をお送りします。
※選考結果はESP学園への入学合格通知ではありませんので、出願期間内に出願が必要になります。

選考結果

●AOエントリー&出願期間

WEBでエントリーや出願もOK!
ESP学園のAO入学エントリーや出願は、入学事務局に直接持参・郵

送の他に「WEBエントリー」「WEB出願」も可能です。画面の指
示に従って入力するだけで、自宅にいながらエントリー・出願できます。

※別途提出物の郵送が必要です。

出願期間

2020年7月1日（水）▶ 9月11日（金）
※AOエントリーは、早期にエントリーを締め切る場合があります。

2020年9月1日（火）▶10月16日（金）
◎AO入学者に限り、入学手続き（学費の納入）は合格日より3カ月以内まででOK！

エントリー期間

留学生の主な出身国および地域 ※姉妹校実績含む

自分らしさをアピールできる入試！
ESP学園のAO入学とは、学力ではなく出願者本人の個性や意欲などの人物像を

本校が求める学生像（アドミッションポリシー）と照らし合わせて合否を決める選考方法の事です。

エントリー者の人物像 &意欲を重視

【ESP学園のアドミッションポリシー】
エンタテインメント業界で活躍する夢の実現を目指し、目的意識と熱意を持って学ぶ意欲のある者。

※エントリー完了後にはAOエントリー完了票を郵送します。

エントリー資格

評価するのは、
受験者の意欲・目標

高校の推薦書は
必要なし

評定平均値の
制限なし

❶ESP学園の入学資格に該当する方  
❷ESP学園のアドミッションポリシーに適合する方  
❸ESP学園のオープンキャンパスに参加した事がある方
オープンキャンパスとは
・体験授業・学校説明会（ESP学園主催出張説明会含む）・学校見学会

住む場所を決めやすい
合格が早く決まるので、遠方から入学する方は住む場所を早く決められます。

4

在校生向けイベントに招待
在校生向けに開催するゲストイベントなどにAO入学枠として参加できます。

2

早期合格で進学準備が早くできる
早期に進路を決定する事で、入学までの残りの期間を、学業や高校生活に専念して有意義に過ごす事ができます。

3

入学前授業「プレスクール」への参加
AO入学で合格した方に限り、入学前に学校の授業を受ける事ができます。その他、特別イベントへの参加もできます。

1

推薦入学 高等学校新卒者で在学校の推薦基準（学力推薦や人物推薦な
ど）を満たし、本校所定の推薦書（別冊：学生募集要項参照）に
校長（学部長、担任の先生でも可）の推薦があれば、推薦入学と
して出願できます。本校では特に推薦基準値は設けていません。
ただし、単願者（専願者）のみ対象となるため、他の大学・短期大
学・専門学校などとの併願は行えません。

高校新卒者のみ対象

2020年10月1日（木）▶12月18日（金）出願期間

出願方法

ESP学園では、これまで世界24の国と地域から留学生を受け入れてきました。グループ４校で毎年200名を超える留学生が在籍しています。
様々なバックグラウンドを持つ人々が集う環境で学ぶ経験は、人生にとって貴重な財産になる事でしょう。 

中国

フィリピン

香港

モンゴル

マカオ

ロシア

台湾

アメリカ

韓国

イギリス

マレーシア

フランス

タイ

スペイン

シンガポール

イタリア

インドネシア

スイス

ベトナム

スウェーデン

ミャンマー

バーレーンフィンランド

ネパール

音楽・楽器・エンタテインメントに深い興味を持ち、留学の目的が明確であり、

向学意欲旺盛で下記の全ての項目を満たしている方

1年齢が18歳以上（2021年4月1日時点）で学校教育における12年の課程（高等学校相
当）を修了した者またはこれに準ずる方

2次のⓐ・ⓑ・ⓒ・ⓓ・ⓔいずれかに該当し、日本語による授業に差し支えのない方
ⓐ「日本語能力試験（JLPT）」のN1またはN2(1級または2級)

ⓑ「日本留学試験（EJU）」の日本語科目200点以上

ⓒ法務大臣が告示をもって定める日本語教育施設において、「留学」または「就学」の資格で満6ヶ月以上

の日本語教育を受けた方で、日本語学校の成績・出席率が良好な方

ⓓ「BJTビジネス日本語能力テスト」で400点以上を取得した方

ⓔ学校教育法第一条に規定する学校において1年以上の教育を受けた方

3留学中の学費と生活費の為の充分な資金がある者
「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「家族滞在」の在留資格をお持ちの方につい
ては「留学生」扱いではなく、「一般出願」扱いになります。「ワーキングホリデー」「短期滞在」などの在留資格をお
持ちの方は、入学手続き方法が異なりますので、事前に志望校までお問い合わせください。入学資格1に該当し
ない方については、各種学校などにおける学習歴や社会における実務経験、取得した資格などを基に個別入学
資格審査を行い、審査に合格した者には入学資格を付与します。個別入学資格審査に合格した方のみ、入学試
験を受験することができます。

入学資格

1 AO入学
出願者本人の個性や意欲などの人物像を本
校が求める学生像(=アドミッションポリシー)と
照らし合わせて合否を決める選考方法です。

◎アドミッションポリシー 
エンタテインメント業界で活躍する夢の実現
を目指し、目的意識と熱意を持って学ぶ意欲
のある者

2 一般入学
出願書類と筆記試験・面接の結果に基づい
て、本人の入学意思や、日本語能力などを審
査します。音楽に関する知識や演奏技術に
関する審査は行いませんので、入学時に専
門知識・技術を身に付けている必要はありま
せん。

出願方法
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オープンキャンパス
ESP学園の話がじっくり聞けます。

OPEN CAMPUS

学校説明会
SCHOOL GUIDANCE

パソコンから

QRコードから簡単にアクセス！

スマートフォンから

https://www.esp.ac.jp/fukuoka/https://www.esp.ac.jp/fukuoka/

お電話で LINEから

QRコードから簡単にアクセス！
携帯・スマートフォン
からもお電話
いただけます

オープンキャンパスの内容確認・ご予約はコチラから!!

March Apr i l May June Sep tember Oc tober November December Januar y Februar y March

8
SUN

29
SUN

3月

12
SUN

26
SUN

4月

10
SUN

24
SUN

31
SUN

5月

14
SUN

28
SUN

6月

6
SUN

27
SUN

9月

11
SUN

10月

22
SUN

11月

6
SUN

20
SUN

12月

24
SUN

1月

21
SUN

2月

14
SUN

28
SUN

3月
2020年 2021年

July Augus t

12
SUN

25
SAT

26
SUN

7月

1
SAT

2
SUN

8月

8
SAT

9
SUN

10
MON

16
SUN

23
SUN

+ +

遠方の方も安心！ 
宿泊してESP学園に行こう！
遠方からオープンキャンパスに参加される方で、
ESP学園福岡校近郊の、提携学生寮・学生マン
ションでの無料体験宿泊も実施しています。

住まいの相談会
遠方の方が気になる住居の事。物件・家賃・住環境・
通学時間…etc.何でも気軽にお聞きください!

オープンキャンパス開催日程

オープンキャンパス内容

オープンキャンパス予約時に、選択いただいた
コースにて体験授業を行います。基礎から始め
ますので、初心者でも安心です。ESP学園独自
のカリキュラムを体験してください！

希望される学科に分かれて学校の説明を行いま
す。出願方法・カリキュラム・デビュー・就職につい
て細かく説明します。保護者説明会も同日に開催
しています。個別相談ブースもあるので、不安なこ
と、知りたいことをご遠慮なくお話しください。

1階から7階まである校舎全体を見学します。ラ
イブホールやレコーディングスタジオ、ダンススタ
ジオなどの主要な施設をはじめ、各レッスンスタ
ジオなど隅々を見て、ESP学園でのキャンパス
ライフをイメージしてください。

学校見学ツアー学校説明会体験授業

半日でESP学園のことを知ることができるイベントです！

オープンキャンパスでESP学園の魅力を体験しよう！
毎月開催しているオープンキャンパスは、学校の授業や雰囲気を知る事ができるイベントです！

参加者はAOエントリーの資格を取得できます。 学校説明会・見学会
ESPエンタテインメント福岡の校内で行っている説明会です。
毎週月曜日～土曜日（祝日除く）開催なので、
都合の良いタイミングに合わせて参加できます。

お住まいの近くで説明を聞きたい方

個別対応
来校時に使える
交通費サポート
チケット配布

AO
エントリー
資格対象

定期的にESP学園が全国各地で説明
会を開催しています。学生寮・学生マン
ションのスタッフによる住まいの相談
もできます。

オープンキャンパス来校時に使える 交通費サポートチケットを配布！

在校生や先生の
雰囲気を知りたい！

色々な疑問を
解決します

04

QUESTION

校内や設備を
見てみたい！ 03

QUESTION

A N S W E R
Q U E S T I O N S

学校生活が
知りたい！QU

ES
TI

ON

02

学費や奨学金の
事が知りたい！QU

ES
TI

ON

01

学校説明会・見学会の
内容確認・
ご予約はコチラから

対 象

開催時間

ご入学検討中の方、保護者、学校の先生、留学生

月曜日～土曜日（祝日除く）
①10：30～ ②13：00～ ③14：30～ ④16：00～

留学生も対象

個別対応
AO

エントリー
資格対象

月～土曜日
開催

※

※祝日は除く

※

ESP学園主催 出張説明会

詳細は
コチラ

個別対応
来校時に使える
交通費サポート
チケット配布

AO
エントリー
資格対象

全国各地で行われている進路相談会
にESP学園も参加しています。

全国進路相談会

詳細は
コチラ

同封冊子を
ご覧ください

0I20-37-6090
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ESP学園の最新情報を発信中！ まずCHECKしてみよう！ 福岡の中心で学ぶ! 駅近なロケーションも人気のひとつです。

音楽芸能スタッフ科

ご質問ご相談など随時受付中です。1対１のやり取りで来校せずに
個別相談！オープンキャンパスや学校説明会のご予約も可能です。
定期的にイベント情報やクーポンも配信中！

まずはホームページを見て最新情報をゲット！
ESPエンタテインメント福岡の情報が全て載ったページです。
まずはホームページをCHECKしてみよう！

LINE

声優芸能科広報 音楽アーティスト科

日頃の学校生活やオープンキャンパスなどのイベント
情報を定期的に配信中！

Twitter
日々の学校の様子など、写真メイ
ンでお伝えしています。インスタグ
ラムでしか見られない光景も？！

Instagram
学生インタビューやアーティスト
メッセージなど、動画で魅力をお
伝えしています！

YouTube

https://www.esp.ac.jp/fukuoka/

CHECK

ESPエンタテインメント福岡とSNSで繋がろう！！
西鉄大牟田線

須崎公園

福岡中央郵便局

長浜公園

浜の町公園

天神中央公園

イムズ

警固公園

福岡PARCO

大丸福岡天神店

西鉄グランドホテル

地下鉄空港線
岩田屋本店

ビックカメラ天神

アクロス福岡

福岡市役所
赤坂

天神南

天神

西鉄福岡

地下鉄七隈線

カレーハウス
CoCo壱番屋ロ

ー
ソ
ン

スターバックスコーヒー

うどんウエスト

MOMENT COFFEE

デイリ－ヤマザキ

カフェ・ベローチェ

焼肉泰元

ニクゼン

黒豚あじと

戦国焼鳥
家康

レストラン
喫茶 香港

エニタイムフィットネス

JOYFIT24

大
正
通
り

昭和通り

地下鉄
空港線

地下鉄
赤坂駅

地下鉄
赤坂駅

博多美味 斎藤屋

近くて便利！
地下鉄空港線赤坂駅から徒歩3分

ファッションブランドや飲食店が
豊富な人気エリア

オシャレスポットだから
業界トレンドをいち早くリサーチ！

自然がたくさん！
海も近く、最高の生活環境！

メリット1

メリット 2

メリット 3

メリット 4

DETAILED
MAP

学校周辺には飲食店や
コンビニがたくさん
あるので便利です

Commuting time 通学時間

徒歩3分

福
岡
市
地
下
鉄
空
港
線 

赤
坂
駅

乗車時間14分

乗車時間8分

乗車時間2分

専門学校
ESPエンタテインメント

福岡

福岡市地下鉄空港線 天神駅

福岡市地下鉄空港線 博多駅

福岡市地下鉄空港線 福岡空港駅

ネットワーク
NETWORK

アクセス
ACCESS

公式ホームページ

公式SNS

Area map 周辺マップ

Apple福岡
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