
安心して入学を
していただくために



コロナ禍において変化するエンタメ業界

E S P学園の教育

オンラインライブは2020年に急成長

外出自粛により活性化した楽器需要

時代が変わっても変わらないもの

時代にあった人材育成

界的にイベントやコンサートの開催、外出が制限されてステイホームが続く中で、自

宅や限られた空間で手軽に楽しめる「楽器」に注目が集まっています。始めるきっか

けがなかった中で、この機会に楽器を購入して新たな趣味としてチャレンジする方や、もと

もと趣味で弾いていたギターやピアノなどを空き時間が多い中で再開する方など、楽器販

売においては過去最高の売り上げを記録するメーカーもあり、楽器業界への需要が高まっ

ています。購入以外にも、ギターや管楽器などの修理やメンテンナス、ピアノの調律などを

依頼する方も多く、楽器業界としては全体的に活性化している状況です。

世

ンタテインメント業界での就職は特殊なイメージがあるかもしれませんが、一般企

業と同様、色々な業種や業界の方と関わりながら仕事をしていきます。その中でも社

会人としての礼儀やマナーなどをESP学園では特に重要視し、エンタテインメント業界の基

礎知識として授業カリキュラムの一環で学びます。また設立当初から現在に至るまでにエ

ンタテインメント業界の中で培ってきたノウハウや幅広い業界ネットワーク、輩出してき

た多くの卒業生とともに築きあげてきた信頼や実績などを財産とし、在校生だけではなく

卒業生もサポートし続けています。

エ

ロナ禍において、エンタテインメント業界は大きな変革を求められています。コロナ

の流行に伴い、コンサートや大型フェス・ライブなどの開催が軒並み中止となり、業

界も大きな痛手を負いました。しかし、ウイルスの特性などが分かってくるにつれて、徐々

に規制が緩和され、同時に新しいスタイルを見出すことができました。その中でも自宅にい

ながら音楽を楽しむオンラインライブ市場は目覚ましい急成長を見せています。動画配信

用のスタジオも増え、配信だからこそのメリットを活かすことで、遠距離のファンを獲得

し、リアルよりも収益が増えているという事例もあります。大切なのは、エンタテインメン

トの新たな道にきちんと対応できる人材を輩出すべく、本校の教育も変化していくことだ

と考えています。

コ

代のエンタテインメント業界では一般企業で働きながら楽曲制作や動画配信を行う

など、ひとりひとりが発信者として世の中へアピールできる時代になりました。特に

音楽業界においては、SNS や動画共有サイトの普及が後押しとなり、プロとしてデビュー

をしていなくても、多くのユーザーに認知されるということも少なくはありません。「アー

ティストになる」という夢は手の届かない特別なものではなくなり、より身近な存在・キャ

リアに変化しています。ESP 学園では時代の変化へ順応できるスキルや、自立心を育てる環

境とカリキュラムを提供し続けています。
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ESP 学園 無認可教育施設

通学定期 学生割引あり 学生割引なし

公的奨学金 利用できる 利用できない

教育ローン 利用できる 利用できない

国民年金保険料 申請により納付猶予 納付の義務

勤労学生控除（所得控除） 対象になる 対象にならない

学歴 専門学校卒業 公的には認められない

「専門士」の称号 付与 ー

監督庁 各都道府県知事 なし

法律 学校教育法第 124 条 なし

本校は修業年限や授業時間数などの専門学校の設置基準

を満たした認可校です。通学定期券の学生割引や公的奨

学金、教育ローンなどを利用することができます。また、卒

業時に「専門士」の称号や「大学編入」資格も与えられます。

業界を熟知した教育ノウハウ
ESP学園では「エンタテインメント教育特化型」の専門学

校が東京・大阪・福岡に４校設置されています。「ギターメー

カー」というエンタテインメント企業が設立母体のエンタ

テインメントの学校だからこそ、業界との距離が近く、業界

が今求めている基準の教育を受けることができます。プロ

フェッショナルとして一生役に立つ技術を身につけ、就職や

アーティスト活動を目指すことができる学校です。

日本屈指のギターメーカー
ギターメーカー ESPを中心としたESPグループは、ギター

の製造販売およびエンタテインメント教育を主要な柱とし

てグローバルに展開しています。ESP学園はグループ内で

国内教育部門の中心となる、総合音楽教育専修学校です。

入学を
ご検討いただくために
知ってほしい、
ESP学園のこと。

2
知ってほしいこと

認可された
専門学校

本校は東京都に認可された専門学校。

認可校でしか受けられないサポートも

ありますので、進学を検討する際は

しっかり確認することが大切です。

1
知ってほしいこと

学園の成り立ち

世界中の多くのアーティストに支持される

ギターメーカーESPが母体の

エンタテインメント総合専門学校です。

ESP学園について

キャリア支援

学生生活のこと

THE ALFEE
高見沢 俊彦

バーチャルシンガー
初音ミク



本学では大学卒業資格やキャリアアップが図れる「大学編入学」も支援しております。高校卒業時に大学入試に受からなくても専門学校で技術を磨け

ば編入しやすいところや、3年次に編入した場合、大学4年間の学費より安く入学でき、「専門士」と大学「学士」の2つの学歴を取得することが可能です。

 ESP 学園では、これまで多くの人材を業界に輩出し、さまざまな企業やフィールドで卒業生が活躍しています。

創立当初から今までエンタテインメントに特化した専門学校として人材育成に取り組み、

築きあげた信頼や強いネットワークがあります。毎年、幅広い分野の求人情報やオーディション情報を提供することはもちろん、

卒業後の転職活動や再就職の相談にも対応できる体制で、卒業後もESP 学園は応援し続けます。

ESP DREAM CATCHER
（ドリームキャッチャー）

3
知ってほしいこと

デビューサポート

学生の夢‘‘デビュー‘‘を実現するために、

業界に精通したスタッフやサポートが充実しているのは本校の大きな強み。

長年数多くのアーティストを輩出してきました。

4
知ってほしいこと

キャリアサポート

音楽業界とのつながりが強い本校は、

専門知識や技術を備えた多くの職業人を送り出してきました。

企業からの信頼も厚く、きめ細かいサポートで就職支援を行います。

「大学編入学」
という選択も

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。

専任スタッフが
親身になってサポート
個人面接からグループ面接まで、応

募先企業に合わせたさまざまなス

タイルの面接練習や、学生の活動状

況や希望をヒアリングし、ひとりひ

とりに合った求人紹介や個別相談

を随時行っています。

外部講師による
就職セミナー
学外より就職アドバイザーを招い

て、働くこと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。

企業研修・
インターンシップ
企業で実務を体験することで、職種

や会社の雰囲気を深く知ることが

でき、より実践的な知識や技術を身

に着けることができます。

合同企業説明会
複数の企業をお招きして、合同での

会社説明を学校独自に行います。各

企業の特徴や仕事内容、選考のポ

イントなどを聞くことができ、一度

にさまざまな業種· 企業を知ること

ができます。

会場利用に伴う費 用やイベント
出演準備などの負担をなくしライ
ブ活動をサポート。

プロ仕様の機 器でレコーディン
グをし、オリジナルCD 制作。

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 的なセ
ルフプロデュースアドバイス。

オーディションやSNS 用の写真の
撮影などプロモーションツール制
作のサポート。



日本政策金融公庫（ 国の教育ローン）
金利が低く、返済期間も長めに設定でき、いつ

でもお申込みが可能な公的融資制度です。入

金手続きには1 ヵ月ほどかかるため、ご希望の

方はお早めに日本 政 策 金融公庫各支 店等へ

お申し込みください。

日本学生支援機構奨学金（貸与型）
経済的理由により就学困難な優れた学生に対

し、家計と学力による審査により奨学金を貸与

します。お申し込みをするのも貸与を受けるの

も学生本人で返還も学生が行います。貸与の

開始が入学後になるため、入学手続き時の学

費として使用することはできません。

新聞奨学生制度
専売所店舗内の部屋や指定のアパートに住み込み、新聞配達などの業務を

行いながら学校に通う制度です。採用決定後に新聞奨学会へ借り入れをし、

学費を支払っていただきます。返済不要限度額を超える借り入れについては

返済が必要です。

ESP 学園提携の教育ローン
本校ホームページからお申し込みが可能で、原

則として保証人が不要で審査が早く手続き面に

おいて簡易的にご利用できる融資制度です。融

資決定後、信販会社から直接学校へ学費が振り

込まれるため学費以外では使用できません。

高等教育の修学支援新制度
世帯収入や学力基準などの一定の要件を満たす方は、選考により「入学金およ

び授業料の減免」と「返還不要な給付型奨学金」の支援をセットで受けること

ができます。支援を受けるうえで学費の減免支援は区分の見直しが行われ、給

付奨学金は在籍状況、家計、学業成績などの確認や判定が行われます。学業不

振の場合、支給停止や廃止、給付奨学金の返還が必要となる場合があります。

親元を離れて暮らし始める学生のために、安心・快適に生活が送

れる環境や住まいのサポートを行っています。本校は、学生寮の管

理運営をしている「東仁学生会館」「共立メンテナンス学生会館」、

学生マンションの管理運営をしている「学生マンション総合案内

センター」と提携しています。また、お部屋探しのために東京へお

越しいただく必要がないように、オンラインでのお住まい相談窓口

もあります。ご不安やご不明点をお気軽にご相談ください。

5
知ってほしいこと

学費サポート

6
知ってほしいこと

学生寮・
学生マンション

7
知ってほしいこと

コロナ対策

経済的な理由で学びや夢をあきらめないでほしい。

そんな思いで本校ではさまざまな

学費や生活費においての支援を行っています。

親元を離れても安心して通学できるように、

提携している学生寮や学生マンションを学校がご案内します。

安心かつ安全な環境の中で過ごせるように、さまざまな

新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組んでいます。

詳細はWeb へ

入館時検温チェック
37.5 度以上の学生は

入館できません。

飛沫対策
ビニールパーテーション

を設置しています。

消毒・手洗い
入館時には手指消毒、

手洗いを義務付けてい

ます。

人数制限
コンテスト等は人数制限

を行い、オンラインでの

閲覧環境を整えています。

アクリル板の設置
各窓口ではアクリル板を

設置しています。

マスク着用
マスク等の着用を徹 底し

ています。

ローンの中でも
金利が低い

いつでも
お申し込み可能

必要融資額を
一括で借入可能

返済の必要が
なく経済的な
支援が大きい

入学時の
学費も免除

高校在学中に
予約申込可能

融資をすぐに
受けることが

できる

いつでも
お申し込み可能

必要融資額を
一括で借入可能

一般的に
利用率が最も
高いサポート

低金利· 無金利
での貸与が

可能

高校在学中に
予約申込可能

返済不要の奨学
金が支給される

（返済不要限度額あり）

奨学金とは
別に給与が
支払われる

居住地も
確保される

くわしくは
「2022 学生募集要項」を

ご確認いただくか
学校までご連絡ください
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本館（入学事務局）

エンタメ業界へ直結！ 学びの環境が充実。
プロ仕様のホールやレコーディングスタジオなど、音楽活動や学びを行うための自慢の施設。

さまざまな最新の機材も完備しています。

6 月 11月7月 12月8 月 1月 2月9月 3月10 月

施 設

ギター製作実習室 塗装ルーム 調律ブース 演技レッスンスタジオ

サテライトスタジオ

11号館ホール

管楽器リペア実習教室
本館ホール

本館スタジオ

アフレコルーム

12号館ホール（club 1ne2wo）

YouTubeTwitter

LINE学校
ホームページ

2021＞ 2022日程


