
業界への就職決定率 88% 舞台機構調整技能士
対策授業が充実

【音響・照明・映像】 有限会社メディアプロ東北  【音響・照明】 株式会社東北共立 / 株式会社パシフィックアートセンター / 株式会社テクニコ / 株式会社響映
【音響】 株式会社アール・ケー・ビー / 株式会社アートブレーンカンパニー / 株式会社エス・シー・アライアンス / 有限会社恒和 戸田音響サービス / 有限会社サウンド
デザイン / 有限会社パラダイスプロ  【照明】四季株式会社 / 株式会社スペースプロジェクト / 株式会社ミュラ・コーポレーション / 株式会社綜合舞台 / 株式会社アッ
トサウンドカンパニー / 株式会社わらび座 / 株式会社盛岡舞台総合研究所 / 株式会社川本舞台照明
【映像】 株式会社福島映像企画 / 株式会社７th / 株式会社プロテラス / 株式会社インタレスト

ミュージックスタッフ科

ステージ全体を
クリエイトできる力を養成、
第一線で活躍する
ミュージックスタッフに！

2年・男女

〉〉〉ミュージックスタッフ科の特長

〉〉〉 目指す職業

〉〉〉 就職・デビュー実績

コンサートプロデュースコース ● コンサートプロモーター ● 舞台監督 ● ホール管理者● アーティストマネジメント ● イベント制作会社
● 照明エンジニア ● 美術スタッフ ● ホール管理者

PAエンジニアコース
舞台美術照明コース

● PA エンジニア ● ProToolsエンジニア ● ホール管理者

レコーディング・MAコース ● レコーディングエンジニア ● MA エンジニア ● ラジオミキサー

〉〉〉 活躍する卒業生

コンサートプロデュースコース 舞台美術照明コース

PAエンジニアコース レコーディング・MAコース

就職決定者のほとんどが
業界への就職を果たしています。

授業で学んだ知識、
技術が実践の場で発揮されます。

国家資格である技能検定制度の一種で
ミュージックスタッフ科では取得に特に力を入れています。

学外イベントでの
実習で力を付ける。

Step Up Process

学内の設備をフル活用
D-POPで最高の思い出作り

上京・入社・研修
技術部 照明セクションへ配属

現場実習で腕を磨く
D-POPで学生生活の集大成

上京・入社
大手ホテルの音響担当

近藤 輝乃実さん 岩手県 盛岡第二高等学校出身　
舞台美術照明コース  2019年度卒業  ● 就職先  四季株式会社（劇団四季）

Step Up Process

中尾 羽菜さん 岩手県 水沢商業高等学校出身　
PAエンジニアコース  2019年度卒業  ● 就職先  株式会社放送サービスセンター

照明スタッフとして、上演中のミュージカルでフォローピンスポット

ライトを担当しています。照明は時間や情景、感情など多くの表現

ができ、舞台をさまざまな表情にする楽しさがあります。お客さまの

一度の観劇の感動をいつまでも心に残るものにしたい気持ちと、い

つも最高の舞台を届ける劇団の一員としての自覚を持って仕事を

しています。デジタルアーツ仙台では舞台関係の知識を基礎から学

び、専門的な技術を着実に身につけられました。照明の機材を使っ

て演出や操作を学べたことは、今でも役に立っています。また、照明

以外の作業も経験できたため全体を理解し、周りを尊重して仕事が

できるようになりました。表現者をささえ、人々の人生を豊かにする

私たちにしかできない仕事を、一緒にしましょう。

パークハイアット東京で、ホテルの音響業務をしています。もうすぐ

入社2年目ですが、まだわからないことがたくさんあるので、毎日少

しでも多くのことを学んで成長できるように意識して、仕事をしてい

ます。以前できなかったことができるようになったり、自分自身が成

長していると感じられたりするのが、この仕事の魅力です。デジタル

アーツ仙台では、ケーブルやコネクタ、マイクの種類などの知識か

ら、ケーブルの巻き方や基本的な卓の使い方などの技術まで、さま

ざまなことを学びました。夢ややりたいことがあるのは、とても素敵

なことです。時間を大切に、みなさんが自分にとってより良い未来に

向かうことを願っております。

表現者をささえ、
人々の人生を豊かにする仕事

毎日少しでも多くのことを学び、
ずっと成長し続けたいです
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コンサートプロデュースコース PAエンジニアコース レコーディング・MAコース

デジタルミキサーの操作に必要な知識、技術からステージ上での
ミュージシャンのサポートなどコンサートの音響技術を基礎から学
びます。ケーブルの巻き方やマイクの種類などの基本的な内容から、バ
ンドやソロアーティストなど、様々な演奏形態に合わせたオペレーティ
ング技術までを学びます。即戦力として業界入りできる最先端の音響技
術を身につけていく授業です。

舞台美術照明コース

イベントの企画から、運営まで実際のイベント制作を通して学びます。イ
ベントコンセプトの決定・出演アーティストの選定・ブッキング・タイムス
ケジュールの作成・リハーサルや本番の仕切りなど、イベントを運営する
為の重要なポジションを担い、制作を進めていくための知識を習得して
いきます。様々なスタッフと関わるポジションですので、授業を通して柔
軟なコミュニケーション能力も培っていきます。

照明機材の扱い方やステージのライティングデザインまでコンサート
の演出に欠かせない光の演出を学びます。良いライティングを行う為
には準備が欠かせません。まずはスポットやサスペンションライトなど、
各照明の役割を理解することから始まります。実際にライティングを行う
際は、しっかりと楽曲を聞き込み、展開に合わせた照明選びを行うなど
プランを細かく立てていきます。

舞台を華やかに彩る！ ステージライティング実習

イベントの根幹を担う力を身につける！ コンサートプロデュース実習

〉〉〉 ピックアップポイント〉〉〉 カリキュラム・コース紹介

イベント・コンサートなどの企画・
制作から会場での運営術などを学
びます。

コンサートプロデュース実習

舞台照明の基礎を学びます。何度も繰り返し実践すること
で、作業の流れや段取りについて学びます。また舞台照明に
よる空間演出を行い、仕事の楽しさ・やりがいを学びます。

ステージ上のあらゆる音について学びます。セッ
ティングから撤収までの業務や、楽器の音作りの
基礎、音量・音質・バランス感覚を身に付けます。

PA/PS実習

レコーディング環境はデジタルメディアに対応する人材が求
められます。多様なデジタル技術への対応を習得し、音楽とテ
クノロジーが融合する時代に働く技術と能力を身につけます。

業音楽界の歴史と今を学び、これからのエンタテイメ
ント業界をつくる人材を養成します。著作権や配信ビジ
ネスなど、目まぐるしく変化する業界へ適応します。

エンタテイメントビジネス ステージアート実践 音響概論 MA実習

動画編集実習 舞台演出実習 ProTools実習

テレビ・舞台美術基礎から実務実習を中心に学
びます。業界の基礎知識を理解習得し、実際の
現場体験(実習)を遂行できる力を習得します。

あらゆる音が必要とされる業界を理解し
ます。音響はもちろん業界ごとの規格・機
材の違い・目的や立場の違いを学びます。

企画・構成・脚本・絵コンテ、映像と音声を
使用したビデオ撮影、及び音声編集実習を
通し、映像制作の音声を中心に学びます。

企画・構成・脚本・絵コンテ、映像・写
真を使用した撮影、及び編集実習を
通し、映像制作全般を学びます。

ライトの特性を熟知し、舞台装置を意識し
た明かり・空間を演出。セットの色合いや
形などから図面の書き方等を学びます。

実際に一人一台のPC環境での授業、基本
操作を中心にレコーディングや音楽制作に
必要なDAWソフトの技術を習得します。

テレビ番組や映画、CM、PVなどの
映像制作の過程に必要な技術の基
礎を学びます。

音楽イベントに関するノウハウをトータ
ルで学び、感動をプロデュースできる企
画・マネジメントを養成します。

ステージを華麗に彩る計算された色と
光、舞台セットでの演出。豊富な実習で
スキルを身につけます。

コンサート・ライブ会場で音の調整を行
う音響エンジニアのスペシャリストを養
成。在学中の資格取得も目指します。

スタジオ収録を行うレコーディングエン
ジニアや映像に効果音・ナレーションを
加えるMAエンジニアを目指します。

共通カリキュラムで
音楽業界が求める幅広い知識を身につける。1年次

コース選択制

2年次 目指す分野ごとに、実践的な授業を行い、
より知識を深めていきます。

業界が求める幅広い知識を身につけるために、イベントへの参加など
実践的なカリキュラムを用意しています。第一線で活躍できるミュージックスタッフを目指します。

PA/SR実習 コンサート会場の「音」をコントロールする技術を学びます。マイク
の種類からミキサーの操作のコツまでを学びます。

レコーディング
実習

レコーディングスタジオでの基本的な作業から、ミックスダウン
まで実践的で高度なレコーディング技術を取得します。

ステージ
ライティング実習

舞台照明の基礎を学びます。何度も繰り返し実践することで、作業
の流れや段取りについて理解し、自由な発想で舞台照明による空
間演出を行い、仕事の楽しさ・やりがいを学びます。

イベント
プロデュース実習

イベント、コンサートに必要なプロセスや資料作成、運営のノウハウを
学びます。企画書作成に必要な能力養成、想像力、プレゼン力の向上を
図りエンターテイメント業界で必要な基本知識、常識を身につけます。

他

他

他他他

※2020年度の共通カリキュラムを記載しているため、一部変更する場合がございます。

「音を伝える」技術を学ぶ！  PA/SR実習
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● 就職決定先
株式会社テクニコ 音響照明技術者（東京都勤務）

● 舞台機構調整技能士3級　　　　● サウンドレコーディング技術認定試験　　　　● ProTools 技術認定試験　　　　● 照明技術者技能試験
● ビジネス能力検定 ジョブパス　　　  
　　　

■担当科目 ： 舞台機構

石田 拓 先生

資格取得、就職へ全力でバックアップします!
イベント業界を目指す皆さんにとって、この時期に学
び経験したことが今後の仕事に大きく左右します。こ
の大事な時期に仲間と希望の業界を目指し、一緒に
夢を叶えましょう！

専門スキルとセンス＆ハードワークが必要な仕事で
すが、やりがいや達成感も特別です。
好きな事に打ち込めるこの２年間で、楽しい時間を
過ごしつつ、エンタメ業界の面白さ、厳しさを学んで
ください。

■担当科目 ： PA・SR実習

鈴木 健司 先生

D-POP PROJECTION
デジタルアーツ仙台で学んだチカラを最大限に発揮できるイベント

イベントの企画制作はもちろんのこと、
PA・照明・映像・広報、ゲストの出演交渉まで全てを学生で運営します。

ミュージックスタッフ科
当日の運営やステージの設営をミュージックスタッフ科の学生が担当。ゼロの状態からライブ企画を立ち上げ、終了
後の撤収作業に至るまで裏方としてステージを支えます。

〉〉〉 就職決定までの道のり

〉〉〉 担当講師からのメッセージ

〉〉〉 実践的な学び

取得しておきたい資格

1

2

3

4

1

2

3

4

学校外の現場実習で
「本物」を学ぶ

実践だけでなく、
マナーや礼儀を学び、
落ち着いて就職活動ができました

この仕事を
めざしたきっかけ

中学と高校で吹奏楽をやっていて、定期演奏会で演出をしたり、照明卓を触っ
たりする機会がありました。それが楽しくて面白かったのと、ステージを見た方
に褒めて頂けたのが、本格的に進路を固めたきっかけです。

デジタルアーツ仙台
の授業について

現役で活躍する先生方から業界のお話を聞けるのも、この学校を選んだポイン
トでした。学生生活で特に印象に残っているのは、授業の一環で参加したジャ
ズフェスティバルです。実際の現場を肌で学ぶことができました。

学生時代に身に
つけて良かったこと

一年生のときに、必要な授業をすべて受けられたことが良かったです。その上
で、実践だけでなく社会人としてのマナーや礼儀なども学習できたので、就職
活動の面接も慌てずに落ち着いて受けることができました。

業界をめざす
後輩へメッセージ

私はこの学校を受験したいと言ったとき、両親に反対されました。仕事は大変ですし、今のように感染
症などが流行すると、一番に被害を受ける業界かもしれません。それでも私は今、やりがいを感じてい
ます。必要なのは自分が何をやりたいかを明確にし、その目標に向かって走り出すことだと思います。

学校選びで
重視したポイント

一年生のときにPA、照明、コンサートプロデュース、REC（録音）など、基礎を身
につけられる環境に魅力を感じ、この学校に入学しました。入学後に現場に触
れる経験が増えるにつれ、ますます将来のビジョンが明確になってきました。

デジタルアーツ仙台
の授業について

この学校は、生徒一人ひとりの良いところも悪いところもしっかり評価してくだ
さる先生が多いなと感じます。また、一年生から参加できる企業説明会もあっ
たので参加したのですが、学ぶことが多く、その後の勉強の励みになりました。

学生時代に身に
つけて良かったこと

授業の中で専門的な知識を身につけるだけでなく、スタッフとして多くの人と
接するにあたり、気をつけなければならないことも学べました。また、面接指導
を手厚く受けることができ、就職活動ではかなり助かりました。

業界をめざす
後輩へメッセージ

多くの企業がある中で、そこで働く自分の姿が見えやすい企業と、そうでない企業があると思
います。でも、わからないからと言って選択肢から外すのではなく、ここに入学したからには各
企業にいる先輩方にお話を聞いて調べ尽くすぐらいの勢いで取り組むと良いと思います。

入学後、現場に触れるにつれ、
ますます将来のビジョンが明確に

● 就職決定先
株式会社RKB イベント営業（郡山市勤務）

コンサートプロデュースコース  

村上 奈央さん 福島県 桜の聖母学院高等学校出身

年間数多くの校外現場実習にコンサートスタッ
フとして参加します。そこはプロの現場、「学生
気分」では決して味わえない雰囲気を肌で感じ、
実践的な授業を展開しています。職業実践専門
課程の提携先である企業様からのオファーによ
るイベントもあり、現場経験は多彩です。

高校対抗バンド合戦 一年生大会
2020.12.20＠専門学校デジタルアーツ仙台

高校対抗バンド合戦 新人大会
2020.11.10＠専門学校デジタルアーツ仙台

仙台商業高校文化祭
2020.11.12～11.13＠仙台商業高校

とっておきの音楽祭 定禅寺ストリートジャズフェスティバル

伊達な街四丁目 アカペラストリートライブ ジャイブ・ユニティ・ジャズ・オーケストラ

本番までの流れ
1.仕込み

2.リハーサル

3.ゲネプロ

4.本番

本番で使用する音響・照明機材、
ステージのセットなどをライブ会
場に搬入し、会場設営を行います。

実際に出演するアーティストがス
テージに上り、声や楽器の細かい
音質や照明の調整を行います。

当日と全く同じ内容の通しリハー
サルを行います。演奏中のパフォー
マンスはもちろん、MCも本番と
同様に進行していきます。

今年度はコロナ禍のため、無観客
での開催となりましたが、ライブ
配信という新しい学びを体感する
ことができました。

PAエンジニアコース   

佐々木 菫さん 宮城県 仙台市立仙台高等学校出身

今年のイベントの様子はP.11をチェック！
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