
選択授業一覧
17 種の選択授業。自分に合った授業科目を選ぼう！

ESP学園なら
たくさんの

発表の場がある！LIVE&EVEN
T
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LIVE&EVEN
T｜｜充実したESPのラインナップ！｜｜

音楽アーティスト科の
学生であればコースを問わず受講できます。
エンタテインメントを
総合的に学ぶための授業です。

選択授業はヴォーカルコースの授業以外に興味があることにチャレンジがで
きるうえに、他コースの学生や先生とのつながりが持てるため、とても充実
しています。その中でも動画制作はテロップや BGM の挿入方法などの編集
技術はもちろんのこと、MV やドラマなど種類によってカメラワークが異な
ることなど、その演出方法まで学ぶことができます。現在、自分を発信する
ツールの一つとして YouTube への動画投稿を定期的に行っていますが、まさ
しく選択動画制作の授業がピッタリ！撮影機材も技術もなかった私だからこ
そ、iPad 一つで動画制作のノウハウを初歩から学べるためとても役立ってい
ます。授業で学んだことをいかして、将来は自分の MV 制作やファッション
ブランド広告など、もっと幅広いジャンルで活躍していきたいです！

iPad 一つで動画がつくれる時代、まずはトライしてみ
てよかった！ バンド形式の授業だからこそ学べることがありました！

ヴォーカルコースで選択動画制作を履修！ ダンスヴォーカルコースで
選択バンドレッスンを履修！

音楽アーティスト科　
ヴォーカルコース　2 年生
石原 愛子さん

音楽アーティスト科　 
ダンスヴォーカルコース　1 年生
金子 麗さん

ヴォーカル ダンス

アコースティックギター エレキギター ベース ドラム キーボード

アフリカンパーカッション バンドレッスン ボディメイキング セルフスタイリング 作曲法

DAW 動画制作 映画鑑賞 Word/Excel 講座 Illustrator/Photoshop講座

INTERVIEW.1 INTERVIEW.2

選 択 授 業

高校生のころからバンドをやってみたい気持ちがあったので、選択アン
サンブルを履修しました。ダンスヴォーカルコースの歌唱授業ではカラ
オケで歌っていますが、選択バンドレッスンでは生の楽器の演奏の中で
歌うことができます。バンドの中で歌うということは、身勝手に歌わず
みんなで息を合わせて、グルーヴを感じあいながら演奏することで成立
するということを学ぶことができました。バンドメンバーへの意識の向
け方に注意しながら最高のパフォーマンスをすることはもちろん、自分
のライブを見てくださっている観客の方も一緒に参加している気分にな
れるようなアーティストを目指していきたいです。

テーマに沿って学生が制作し
た楽曲を、コンペというかた
ちで音楽業界の方に審査して
いただくイベントです。

クリエイターズ
コンペティション

曲づくりで勝負する！

ドラムメーカーやエンタテイ
ンメント業界の関係者を招い
て、ドラムコースの No.1を
決めるイベントです。

ドラマー
コンテスト

業界注目イベント

魅せて、聴かせる、熱いギター
バトル。日頃の成果を披露す
るライブステージです。

ギターリスト
コンテスト

テクニックで魅せる！

ステージ経験を重ね実践力
を身につけるための、シンガー
ソングライターコース独自の
ホールライブです。

シンガー
ソングライター
ライブ

自分の曲をみんなに届ける

ライブホールを使い音源に合
わせてパフォーマンスするこ
とで、ライブ感覚を養います。

ギタボ
ミーティング

パフォーマンスを磨く！

日々の授業で積みあげてきた
ものを、レコード会社や音楽
プロダクション関係者に審査
してもらいます。

ヴォーカル
プレゼン
テーション

ヴォーカリストの登竜門！

日頃磨いたダンスやヴォーカ
ルのテクニック、表現力をス
テージ上で披露します。

THE SHOW
ダンスと歌で魅了する！

学生それぞれが個性を発揮
するための自由曲を演奏す
るステージパフォーマンス
です。

ベーシスト
パフォーマンス

自分だけの音を生み出す！
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Department of 

Voice Actor Entertainment 多数の声優・芸能プロダクションが来校！
ESP学園だからできる、業界直結の強力なデビューサポート！

ESP学園 ≫ 声優芸能科 ｜ 学内オーディションデビューまでのデビューまでの

STEP！STEP！

NEXT STEP

SKIP DEBUT!

希望のプロダクションが
ESP学園に

来校していない！?

校内で
オーディションを実施
各プロダクションが来校して
のオーディションのため、慣
れ親しんだ環境でオーディ
ションを受けられます！

学内
オーディション

のメリット

① ESP 学園声優合同オーディション（毎年12月頃）
東京・大阪・福岡の3校合同で実施される声優オーディションです。
会場は東京校で、30社近くの声優プロダクションが来校し、1日で
全てのプロダクションの審査が受けられます！

② ESP学園声優個別オーディション（毎年1月～2月頃）
合同オーディションとは別に、1 日 1 社が来校し、個別で実施さ
れる声優オーディションです。1日1社のみの審査となりますので、
じっくりと見てもらうことが可能です！

≫声優養成コース

所属オーディションや所属審査に合格す
るとプロとして認められ、所属声優・所
属俳優となります。でも、本当の戦いは
ここから！声優や俳優は何か仕事をしな
い限り、お金はもらえません。出演の機
会を得るためには、プロ同士で行われる
配役オーディションで役を勝ち取る必要
があります。プロになったあとも力を向
上させていく気持ちが大切な職業です。

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）

声優プロダクションが運営
する声優育成部門を『養成
所』と言います。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、週
1～3回のレッスンを受けな
がら、 その養成所を運営す
るプロダクションへの所属
を目指します。通う機関は
半年・1年・2年などプロダク
ションによってさまざまで、多
くの人がこの養成所を経て
声優という職業に就きます。

声優になるための力をつけるには正しい練習方法
を学び、くり返し鍛錬すること！学ぶべきポイン
トは、人間に個性があるようにひとりひとり違い
ます。ＥＳＰ学園では少人数の環境をいかし、ひ
とりひとりに着目し個人に合った指導を行うこと
で、高い技術を身につけることができる環境を整
えています。

［ プロダクション ］
プロの世界へ !

［ 養成所 ］　競争を勝ち抜こう！

プロダクション
への登竜門

所属審査

デビューとひとことで言っても、
仕事の種類は数多くあり、
その時々でさまざまなスキルが必要です。
幅広い知識や技術を身につけて、
一緒にデビューを目指しましょう！

デビューまでのデビューまでの

STEP！STEP！

①ESP学園俳優学内オーディション（毎年11月頃）
東京校で実施される、芸能プロダクションが多数来校しての学内
オーディションです。ESP学園独自のオーディションとなっており、
審査を経てデビューへとつなげていきます！

≫俳優養成コース

プロダクション来校実績

俳優になるためには、技術や感性を磨き続けるこ
とが大切です。ESP 学園では礼儀から始まる基
礎や学ぶべきことを、現役のプロ講師陣が熱く伝
えます。観客に生きる活力を与え、時には人生を
も変えてしまう程の影響力を持つ、俳優という仕
事をするために、充実した環境でスキルアップを
目指しましょう！

 

オーディションに向けた
対策特別授業を実施
各オーディションに向けた対
策特別授業を実施し、本番
に向けて万全の体制で挑む
ことが可能です！

学生ひとりひとりに対する
細やかな進路サポート
オーディションに向けたプロ
フィール用紙の作成やプロ
フィール写真の撮影、進路
相談など、少人数制という
環境をいかして、ひとりひと
りに対する細やかな進路サ
ポートを行っています！

［ 専門学校 ］　実力をつけよう！

声優 俳優

075074
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アクロスエンタテインメント/アトミックモンキー/アニモプロデュース/アミュレート/イ
エローキャブ/EARLY WING/AIR AGENCY/エスエスピー/えりオフィス/オフィス
海風/ジェットリンク/ケッケコーポレーション/賢プロダクション/ケンユウオフィス/サン
ミュージック/JTB Next Creation/シグマ・セブン/松竹芸能/スターダストプロモー
ション/スチール・ウッド・ガーデン/ステイラック/スーパーエキセントリックシアター/ソ
ニー・ミュージックアーティスツ/テアトル・エコー/東京俳優生活協同組合/パワー・ライ
ズ/プランダス/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/宝映テレビプロダクション/ポニーキャニオン/ホリプロ/マウスプロモー
ション/ムーブマン/ラッシュスタイル/リンク・エンタテインメンツ/麗タレントプロモー
ション/レイノア/レオパード スティール

来校のないプロダクションを希望する
学生に対しても、個別で希望するプロ
ダクションのオーディションへの応募
を行ったうえで、学内オーディションと
同様のサポート(プロフィール用紙添
削、写真撮影など)を実施し、希望の進
路に向けてサポートしていきます！



【ポーチ】
はさみ、ビニールテープなど
は現場で必要なアイテムで
す。それを収納するのはウエ
ストポーチ！腰周りなら邪
魔にならず、たくさんの道具
をいれることができますね！

【ヘルメット】
ライブ会場の仕込み(準備)
やバラシ(片付け)での機材
の搬入や搬出は、安全確保
のためにヘルメットをかぶり
ます。安全第一！

【安全靴】
先端につま先を保護する鉄
板が入っている靴です。機
材を運ぶ際にけがを防止す
るために着用します。

【皮手袋】
現場ではさまざまな機材を
運びます。手を滑らして落と
してしまうと大変です！皮手
袋があればものを落としに
くくなり、けが防止にも役立
ちます。

【マグライト】
本番中、ステージ下の作業
など暗い場所で使用しま
す。

【チューニングキー】
ドラムのチューニングに使
います。現場では必須アイ
テム！

ESP学園のライブ研修内容
コンサートやイベントをつくりあげるまでには、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仕事内容は 
さまざま！学生たちの研修内容とイベント現場のプロスタッフの仕事を紹介します。

ライブ研修の様子を
YouTubeでチェック！！

業界とのつながりがある
ESP学園だから実現！

〈〈 ライブ 研 修 で の 必 需 品  〉〉

ライブ研修ライブ研修
【機材搬入】

大型フェスでは音響機材を持ち込
み、仕込みます。

【PA卓セッティング】
マイクとミキサーをつないでひと
つひとつのマイクの音の調整をし
ます。

【マイクセッティング①】
ライブではたくさんのマイクを使
用するので、間違いがないように
準備します。

【マイクセッティング②】
大型フェスではリハーサルどおり
に、スピーディー、かつ丁寧にセッ
ティングします。

【サウンドチェック】
アーティストがリハーサルをする
前に、音づくりの簡単な部分は音
響スタッフがすることもあります。

PAセクション アーティストの声や楽器の音を音響スタッフが調整し、スピーカーから観客に届けます。

【機材搬入】
照明をトラックから降ろして、機材
のチェックをしています。

【照明セッティング】
照明の図面を見ながら、トラス（※
1）に照明を吊ります。

【シュート】
アーティストの立ち位置を確認し
て、照明の位置を調整します。

【ピンスポット照明】
ホール内では高い場所からアー
ティストを照らして、顔や表情がよ
くわかるようにします。

【照明オペレート】
ライブ本番、アーティストや楽曲に
合わせてステージを演出します。

照明セクション アーティストとライブをよりきらびやかにするため、光で演出します。

【機材搬入】
ステージ袖で楽器のセッティング
をするために、会場に機材を持ち
込みます。

【楽器セッティング】
ステージ袖でドラムセットを組ん
だり、セッティングをします。

【楽器チューニング】
本番前に最終チェックとして楽器
のチューニングをします。

【楽器転換】
大型フェスなどたくさんのアー
ティストが出演する場合は、アンプ
やエフェクターなどアーティスト
自身の機材を準備します。

楽器セクション アーティストは楽器や機材がないと良い音をつくることができません。楽器セクションは楽器・機材のプロフェッショナルです。

【バミリ】
アーティストや機材の立ち位置や
セッティング場所がわかりやすい
ように、ステージに印をつけます。

【ステージ袖準備】
タイムスケジュールや次のアー
ティストのセッティングの情報を
準備します。

【打ち合わせ】
本番を前に注意点などを全スタッ
フが共有します。

【ステージ転換】
次のアーティストがライブをする
ために、ドラムなどはライザー（※
2）に乗せてスピーディーにセッ
ティングします。

（※1）トラス……照明器具やスピーカーを吊り下げる柱状のもの。
（※2）ライザー…主にドラムで使われるステージなどで移動が可能な台のこと。
※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。

ステージセクション 音響、照明、楽器セクションが一体となりステージを作ります。舞台監督が活躍し、ライブの心臓となるセクションです。

【会場準備】
大型フェスなどではイベントごと
の色を出して、観客が楽しめるよ
うに準備します。

【フライヤー配布準備】
来場者への会場地図や配布物を
準備します。

【楽屋ケータリング】
アーティストがステージ裏で快適
に過ごせるように動きます。

運営セクション アーティストの楽屋まわりの準備や、観客の入場の準備などをします。

VIVA LA ROCK 
2021参加

スタッフの方のひとつひとつの動きがとにかく速
く正確でプロの技を感じました。0から会場をつ
くっていくので、完成したステージを見上げた時
は感動しました。研修でステージの裏側を見た
後でお客さんとしてライブを見ると見方が全然
変わります！ライブが好きな人は入学したらぜ
ひ参加してみてください！

LOVE MUSIC 
FESTIVAL 2021参加

ライブ研修はいろいろなコースの学生が大人数
で参加するので現場で行う仕事の内容もさまざ
まです。会場の中では大きな音も出ているので
まずは大きな声で挨拶をして、積極的に取り組
むことで得られる経験もどんどん増えていくと実
感しました。何事も元気に！明るく！ポジティブ
に！これがいちばん大事です！

SUPERSONIC
2021参加

悪天候の中での本番中、みんなでステージ裏の
黒幕を押さえたり、アーティストのパフォーマン
スに影響が出ないよう、スタッフや学生が一丸
になって支えたことが強く印象に残っています。 
私はスタッフの中でもマネジメント志望なので
すが、別セクションの仕事をできたこの経験は
卒業後にきっと役立つと思います！

音楽スタッフ総合コース1年 八木 菜摘さん ローディーコース2年 小林 拓実さん PAコース2年 柳澤 玲奈さん

083082
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1
外装を外す

チューニングハンマーや音叉、ロング
ミュート、各ウェッジを準備します。

調律をするために準備をします。まずは屋根を
開けて上前板や鍵盤蓋を外します。

工具準備

ピアノには、ひとつの
音に最高3本の弦が
張られています。まず
は中音域の各音の間
にロングミュートを挟
み、左右の弦を消音し
て真ん中だけ聴こえる
ようにします。

音叉を使って基準の音となる「ラ」を真ん
中の弦で合わせます。440Hzや442Hz
といった基準があり、演奏される状況や
ピアニストの要望で決定します。

平均律音階でつくった基準の1オクターブを
上の音にも下の音にも正確に広げていきます。
オクターブ調律で基準を決めたら、ユニゾン
調律をします。3本同時に鳴っても、同じ音に
なるようにします。

最後に全体のチェックをし
ます！音階を弾いたり、曲
を弾いて調律の成果を確
認します。

ロングミュートを
付ける

4
ピッチを
決定します

オクターブ調律・
ユニゾン調律

1台完成！

平均律とは普段私たちが「ドレ
ミ」と歌えば自然に出てくる音
階のことです。和音の響きや半
音の間隔を聴きながら1オク
ターブに含まれる全ての音の
高さを耳で決定します。

平均律
音階をつくる

私が紹介します!

S t art!

ピアノ／管楽器コース 1年生
小林 里桜さん

F i nish!

ピアノや壁に
傷をつけない
ように丁寧に！

音叉をしっか
り鳴らそう！

授業を
のぞいて
みよう！

普段見ることのできないピアノの製造工程や、貴重な楽器の見学を通して
ピアノに対する更なる知識・理解・興味の向上を計るために研修旅行を行っています！

工場見学のほかに、ショールームにあるたくさん楽器の見学や
試弾をさせていただきました！さまざまなピアノに触れられて、
夢のような時間を過ごすことができました！

楽器や半導体、音響機器、スポーツ用
品、自動車部品、ネットワーク機器の製
造発売を手がける日本のメーカー。

ヤマハ
（株）

音の職人を
めざしたい

ピアノ調律師を目指すきっかけは、家に定期的にきてくださっていた調律師さんを見たことです。
調律はピアノによってクセが違うので、いろいろなピアノがたくさんあるESP学園で学べたことは
とても良かったです。ESP学園は経験豊富な先生方ばかりで、明るく親切に教えてもらえます。
「音を造る」という仕事は誰にでもできる仕事ではないですし、とても難しいです。ピアノ調律科の
研修旅行で生徒や先生たちの前で自分の仕事を見てもらえるのは、緊張しますがとてもうれし
いですし、また次に会えるまで頑張ろうというモチベーションにつながります。まだまだたくさん
努力し、生徒のみんなから憧れてもらえる「ESP学園卒の音の職人」になりたいと思っています。白土 雅教さん

2006年度
ピアノ調律科
ピアノ調律コース卒業

ヤマハ（株）で働
く卒業生発見!

クリスタルグランドピアノや、
歴史のあるピアノに学生たちは大喜びでした！
普段見ることのできない楽器に興味津々でした！

KAWAIブランドのピアノを製造販売し
ている企業。ピアノレッスンや体育教室
なども行う。

河合楽器
製作所

（株）

お客様が感動する
ピアノをつくる

小学生のころ、音楽室でピアノの調律をしている方を見てこの仕事を知りました。その姿に憧
れを抱き、将来、ピアノに携わる仕事がしたいと思ったのがきっかけでした。ESP学園では、ピ
アノについていちから学べ、基礎をしっかりと身につけられました。それをもとに、今の職場で
は自分が持っている技能を最大限にいかすことができ、グランドピアノの製造にとてもやりが
いを感じます。今後は、ピアノに関する幅広い知識、技能を身につけ、お客様が感動するような
ピアノを製造していきたいと思います。

村山 裕汰さん

2016年度
ピアノ調律科
ピアノ調律コース卒業

ピアノの一流メーカーへ見学にいきました

（株）西部ピアノ

POINT

POINT

しっかり消音
するように

見た目もキレイに
付けましょう！

POINT

最後の
細かい調整が
重要だよ！

POINT

その他の
企業見学先

（株）河合楽器製作所
で働く卒業生発見!

（株）ピアノプラザ （株）音研 古河ピアノガーデン

3

5
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管楽器リペアしてみよう ESPなら演奏もいっぱいできる！

キィコルクは操作時のノイズを防いだり、操
作性や音程などの吹奏感にも影響するキィの
開き具合を決める役割を担っています。カミ
ソリやヤスリを使って最適になるように、細
かく調整していく作業です。もちろん見た目
も重要なので、美しく仕上げられるように練
習します。

キィの開き具合や閉じるタイミングなど、木管楽器が音を出すために
必要な部分を調整して、より演奏しやすい楽器へ仕上げる調整。キィ
についているコルクやフェルトの厚みを変えたり、時にはキィを曲げ
たりして快適に演奏できる楽器に仕上げます。

楽器にヘコみができると見た目が悪くなるほか、吹奏感や作動にも影
響が出ます。「マンドレル」という工具を使って内側からヘコんでい
る箇所を押し出したり、「ハンマー」で叩いたり、「ローラー」でこすっ
たりして根気よくきれいに直します。

クラリネットのタンポは
熱すると溶け、冷めると
固まる性質をもった接着
剤で付けられています。
ガスバーナーでキィを熱
し、調整ヘラでタンポを
わずかに傾けて調整しま
す。スピードと手先の細
かな感覚が求められる作
業になります。

トーンホールを塞い
で音程を変えるため
の重要なパーツのタ
ンポ。そのタンポの
交換・調整は木管楽
器で最も多い修理で
す。フルートはネジで
固定されているので、
ドライバーで分解し
て、専用の調整台紙
や調整ヘラを使って
0.01ミリ単位の繊細
な調整をします。

楽器のパーツ同士は強い
衝撃などではんだが取れ
てしまうことがあります。
はんだ外れはノイズや息
もれの原因になってしま
うことも。はんだが付き
やすくなるフラックスと
いう薬品を塗った後、ガ
スバーナーで 200 度前後
まで熱してきれいに溶接
していきます。

サ ッ ク ス の ネ ッ ク や フ
ルートの頭部管など、管
楽器の接続部のはまり具
合は精密に調整されてい
ます。緩いと動いてしまっ
たり、きついと組み立て
づらかったりと、さまざ
まな不具合が出てしまい
ます。原因をしっかり探
り、各楽器に合った調整
をしていきます。

金管楽器が音を切り替え
る 構 造 を 知 っ て い ま す
か？バルブと呼ばれる構
造はさまざまな種類があ
りますが、息の通り道を切
り替えて音を変えるとい
う点ではどれも同じです。
吹奏感に直接影響する部
分なので掃除やパーツ交
換、作動調整などのメンテ
ナンスが欠かせません。

主なイベントは学園祭でのコンサートや定期演奏会など。曲目
はもちろん、演出や構成、さらには編曲まで学生が主体となっ
てステージをつくりあげます。

「ウインド
アンサンブル」
吹奏楽形態のアンサンブ
ル授業。リペア実習だけ
でなく演奏するという素
晴らしさを忘れずに幅広
いジャンルの楽曲を演奏
し、技術と表現力を身に
つけます。

「ビッグバンド」
迫力あるビックバンド形態のアンサンブル授業。ジャズの特
徴的なリズム感やメロディをみんなで奏でましょう。

「室内楽」
クラッシック楽曲を中心とした少人数でのアンサンブル授業。メ
ンバー全員の音を合わせて一体感のある音楽を奏でましょう。

「基礎演奏」
未経験者対象で音の出し方や運指、演奏のポイントなどを個
別レッスンで学びます。吹ける楽器を増やして管楽器リペア
にいかしましょう。

毎週 1 回の練習で合奏やパート練習を行います。学生自ら
セクション練習などの予定をたてて取り組んでいます。

楽器が好き、音楽が好
き、吹奏楽が好き。そ
んな仲間が集まるこの
空間には笑顔が絶えま
せん。音楽に集中する
時間も仲間とわいわい
する時間も存分に味わ
える。そんな ESP ウ
インドオーケストラで
一緒に音楽を奏でま
しょう！

管楽器リペア科だけで
はなくどんな学科から
でも入部できる ESP ウ
インドオーケストラ。
ギター・ベース・ドラ
ムを学ぶ学生も在籍し
ているので本格的な音
が鳴り響く合奏はとて
も気持ち良い♪

演奏授業

♫

♫

♫♪
♬

♪♬

♬

♪♪
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吹奏楽経験者でなくても参加可能の吹奏楽部！演奏したい♪という在校生が集まって活動しています！
※写真は 2019 年度以前のものです。2020 年度、2021 年度は活動を休止しています。

管楽器修理だけじゃない！楽器を演奏する授業も受けられます！
※演奏授業は、管楽器リペア実習との選択授業です。
※写真は2019年度以前のものを含みます。コロナ禍においては仕切りを設置し、
　適切な距離の確保、換気の実施、消毒を徹底して実施しています。

ESP WIND ORCHESTRA
ＥＳＰＥＳＰ

ウインドオーケストラウインドオーケストラ（課外活動）
タンポ交換
フルート（ネジ）

01

連動調整

03

ヘコだし

06

キィコルク
交換

04

タンポ交換
クラリネット（ラック）

02

はんだ付け

05

嵌
かん
合
ごう
調整

08

バルブ調整

07

　
 



西村 楓さん　長
野県出身

G

淺川 亮さん　埼
玉県出身

G

德地 星汰さん
　神奈川県出

身

G

千葉 泉美さん
　神奈川県出

身

G

柿木 幸之助さ
ん　東京都出

身

G

DONG CHE
NGBINさん　

中国出身G

野村 昌矢さん
　山口県出身

B

髙橋 陽平さん
　新潟県出身

B

LEUNG HIUCH
UNGさん　香港出

身

B

平田 彬さん　岡
山県出身

A

小池 龍雅さん
　神奈川県出

身

G

村田 真由美さ
ん　東京都出

身

G

齊藤 大輝さん
　千葉県出身

B

髙橋 未羽さん
　埼玉県出身

G
林 雅也さん　福

岡県出身

G

XU SILUさん
　中国出身

G
RYU JUNG

HYUNさん　

韓国出身G

ザフラ シマブ
コ セルヒオ 

ダニエルさん　
神奈川県出身G

池永 千比呂さ
ん　東京都出

身

A

Student  
Works

…ギターG
…ベースB

…アンプA
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1

音楽芸能スタッフ科
照明コース

鶴留志緒さん

2
3

4 6

Career Support Section

夢を叶えた先輩達 内定者紹介（2022年3月卒業） ※一部抜粋

目立つエントリーシート作成についてキャリア
サポートセクションに相談したところ、丁寧に
アドバイスをいただき、参考になりました。ま
た、不安なときには毎回前向きに励ましていた
だき嬉しかったです。早く一人前のマネー
ジャーになり、安心して業務を任されるように
なりたいと思っています。

（株）オスカー
プロモーション　

南學 さくらさん

音楽芸能スタッフ科
マネージャー/
レコードメーカーコース

マネージャー

キャリアサポートセクションには過去に同じ
企業を受けた人の『就職活動報告書』が設置
してあります。これを面接の参考にしました。
面接練習では模擬面接の形で、個別に指導
していただきました。いつか、自分の企画した
イベントを開催することを目標に頑張ります。

（株）シブヤテレビジョン

谷村 恭子さん

音楽芸能スタッフ科
企画制作コース

企画制作

キャリアサポートセクションの先生が志望企
業に連絡を取って、求人状況を確認くれたこ
とが就職のチャンスにつながりました。就活で
迷ったら、まずは相談してみるのがいちばん
だと思います。一人前のエンジニアなれるよう
に、日々挑戦し続けていきたいと思います。

（株）サウンド・シティ

蟹江 翔さん

音楽芸能スタッフ科
PA＆レコーディングコース

レコーディング

実技試験対策だけでなく、苦手意識のあった
面接でさまざまな状況に対応できるように指
導してくださり、落ち着いてのぞむことができま
した。さまざまなピアノに触れ、幅広い知識や
技術を身につけ、調律師として日々成長してい
きたいです。

（株）ピアノプラザ

藤本 香穂さん

ピアノ調律科
ピアノ調律コース

ピアノ調律師

クラスの先生方やキャリアサポートセクション
で履歴書の添削をしていだだいた際、文章中
から僕の伝えたいことを汲み取っていただき、
言葉選びや文章の構成について、親身になっ
て相談に乗っていただき、納得のいく履歴書が
でき、自信をもって応募することができました。

（株）ESP

煤孫 琉太さん

ギタークラフト科３年制
ギター製作コース

ギター製造

もともと人前で話すことが苦手だったので、何
度も面接練習をお願いしました。くり返し練
習し経験を積むことで自信へと繋がり、本番
では楽しみながらアピールすることができま
した。これから音楽の新たな夢をつくり続ける
職人を目指して努力していきたいと思います。

（株）ヤマハミュージック
マニュファクチュアリング

阪上 雄飛さん

管楽器リペア科
管楽器/打楽器コース

管楽器製造

エントリーシート
キャリアガイドブック スマホ（音楽）

こんにちは!
就職活動って
何をしたら
いいですか?

時々、好きなアーティスト

の曲を聴いて気分をリフ

レッシュしていました。

就職で必要な情報が豊富で、なにか不安

になった時にすぐ確認できました。お守り

のようにいつも持ち歩いてました。

応募した企業に何を送ったか、いつでも確認できるよ

うにしていました。どんな質問をされるか電車の中な

どでよく考えていました。空き時間も活用することで余

裕を持って面接に備えることができたと思います。

キャリアサポートセクションでは就活スケジュールの組み

方、履歴書作成や面接練習など、内定までしっかりサポート

しますよ！先輩たちの就活レポートも豊富にあるから、事前

の対策もバッチリ！君に合った就活方法を一緒に探しなが

ら不安な部分も解消していこう!

面接練習がおすすめです。スタッフの方が

面接で起こりうることやその対策を一緒

に考えてくださいました。そのおかげで落

ち着いて面接に臨むことができました。

友だちと情報交換
キャリアサポートセクションに相談!

私の就活サポートグッズ

私のキャリアサポートセクション活用法

就
活
中
に
大
活
躍
!

僕らの味方!

キャリアサポートセクション がある!

5内定報告 先生のおかげで無事
内定いただきました！

就職活動どんな感じ？

キャリアサポート
セクションに
いろいろ相談してるよ！

おめでとう！

内
定

（株）共立

照明オペレーター

世
界
で
活
躍
す
る

照
明
技
術
者
に
な
る
た
め
に
!

一緒
にがんばろう！

僕の就活お願いします！
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音楽活動支援・オーディション対策・学内オーディション開催など、
徹底的なサポート体制で在校生のデビューを強力バックアップ！
卒業後もサポートを継続して受けられます。

デビュー
サポート

徹底
サポート

デビューサポートセクション（DSS）
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
なく、みなさんが持つ人間力を高める指導で徹底サポートを行っています。

プロダクション、レコード会社、制作会社などの音楽・芸能関係企業が
ESP学園に多数来校しています。オーディションやコンペだけでなく、
エキストラや番組出演など幅広く情報をいただいています。

プロダクション系
企業

レコード会社

楽器製造
販売会社

TV・ラジオ局

イベンター

■（株）AOI Pro.
■（株）アゲハスプリングス
■（株）アミューズ
■（株）アワーソングス クリエイティブ
■（株）AMAZONLATERNA
■エイベックス・ミュージック・パブリッシング（株）
■（株）エスエム・エンタテインメント
■（株）SDR
■（株）LDH JAPAN
■（株）FNC ENTERTAINMENT JAPAN
■（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）ケイダッシュステージ
■（株）ゴールドラッシュエンターテインメント
■（株）ザザ
■（株）サンミュージック
■（株）JVCケンウッド・ビクターエンターテインメント
■松竹芸能（株）
■（株）松竹エンタテインメント

■（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）セントラルミュージック
■（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
■日本コロムビア（株）
■（株）ハイキックエンタテインメント
■（株）HYBE LABELS JAPAN
■（株）ハニー・ビート
■ビクターミュージックアーツ（株）
■フェーズb・エンタテインメント(株)
■（株）フライングドッグ
■（株）FOURseam
■（株）ポニーキャニオン
■（株）ホリプロ
■（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
■ユニバーサルミュージック(同)
■（株）ROジャパンエージェンシー
■（株）ワーナーミュージック・ジャパン ほか多数

オーディションをいただいている企業実績

ESP学園では随時コンテストやイベントを開催しています。授業
で学んだことや練習の成果を存分に発揮できる環境です。コンテ
ストのようすはデビューサポートセクションのスタッフもチェック
し、業界関係者へ随時プレゼンしています。

コンテスト一覧

学内コンテスト

デビューにつながる学内イベントも多数開催 !

ESP学園には多くの楽曲に対するオーディション情報が集まり、日々
制作に取り組んでいる在校生、卒業生へ情報を提供し活動をサポート
しています。メジャーアーティストの楽曲やアニメの主題歌などを手掛
けるESP学園出身者も、これらを活用してチャンスをつかんでいます！

楽曲コンペ

一般的な雑誌やホームページに記載されていないESP学園生限定
のオーディションなども多数開催！ESP学園にはデビューへとつな
がるチャンスがあります！

学内オーディション

オーディション資料としてのプロ
フィール写真やSNSで自分を
プロモーションするツールとし
てのアーティスト写真の撮影
を学内スタジオで行っていま
す。

プロフィール写真撮影
オーディションの必須資料で
あるプロフィール資料。ひとり
ひとりの魅力を最大限に発揮
するための資料作成に向けた
添削やアドバイスを行ってい
ます。

プロフィール作成支援

数々のオーディションで合格
するためには、自分を思いどお
りのイメージで演出することが
大事。あなたの魅力を引き出
すため、自己PRの添削からプ
ロフィール写真のアドバイス
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
学外ライブハウスで学生・卒
業生が出演するライブイベン
トを定期的に企画・開催して
います。イベント出演や会場利
用に伴う費用の負担はなく、
活動のきっかけづくりや実績
として活用できます。

ライブサポート

年に1回、オリジナルのCD(最大3曲入り)を作成できる「CD100
枚プレス」。現代ではグッズのひとつともなりつつあるCD。ライブ
での物販やプロモーションに活用できます！

CD100 枚プレス

ESP学園のスタジオを使い、オリジナル音源のレコーディングを
サポートします。※不定期開催/抽選式

レンタルレコーディング

ホームページやSNS、雑誌には掲載されていないESP学園生限
定のオーディションなども多数開催されます！

オーディション情報の配信

ESP学園にはオーディション情報だけではなく、ライブや舞台の
開催情報もたくさん寄せられます。ESP学園生限定で特別割引や
無料で観覧できることもあります！

ライブ・舞台優待観覧

業界ネットワークESP学園の

D
ebut Support Section

■ ヴォーカルプレゼンテーション
■ ギターリストコンテスト
■ ベーシストコンテスト
■ ドラマーコンテスト    …etc
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