
〉〉〉 活躍する卒業生声優アーティスト科
声優タレントコース ヴォーカルタレントコース

充実したレッスンや
ライブイベントをこなし、
実力を磨いてメジャーデビュー！ 
憧れのステージへ！

2年・男女

声優タレントコース ● 声優 ● パーソナリティ　 ● 俳優（役者） ● タレント

ヴォーカルタレントコース ● ナレーター ● MC（司会） ● フィールドエンジニア ● アニソン歌手 ● ヴォーカリスト

【本校出身・在校アーティスト】 二瓶裕二（劇団「櫂」） / 畠山純奈（フリーパーソナリティ） / 佐藤真実（株式会社ジェイステージ） / 中川智絵美（DateFMパーソナリティ）
【プロダクション所属&声優養成所入所実績】 ケッケコーポレーション / C&Oプロダクション / 声遊塾 / 松濤アクターズギムナジウム / タイガーピットエンタテインメ
ント / プロダクションエース / アトミックモンキー、シャイン、B-BOX、マウスプロモーション、ミツヤプロダクション / アズリートカンパニー / ストック / エーエス企画、
宝映テレビプロダクション / 東京ドラマハウス / ゆーりんプロ / JTBエンタテインメント / オフィスもり / アクロスエンタテインメント / 賢プロダクション　　他 多数 
【その他 劇団所属実績】 劇団櫂 / A Ladybird Company / 劇団オクトパス / 日光江戸村 / 小さいお城　　他 
【その他 パーソナリティー実績】 DateFM、NHK福島 / ラジオ3 / いわき市民コミュニティ放送 / ラジオ石巻 / BAYWAVE　　他 

業界各社から新人発掘の担当者をお招きし、
年間約30回のオーディションを開催しています。
学生一人ひとりを見て、アドバイスやレクチャーをしてくださいます。

毎年リリースしているCD制作や数々のイベントを通して、
実際のアーティスト・クリエイターと同じ土俵に立ち、
実践力をつける機会を設け、スキルアップにつなげていきます。

現場実習として、数多くのイベントに「演者」として参加。
この他、殺陣、ダンス、ヴォーカル実習など声優だけでなく
タレントや俳優を見据えたレッスンが多彩です。

年間約30回のオーディションで
チャンスを掴む

多くのイベント等への参加CDリリースや校内外のイベントで
実力をつける

Step Up Process

卒業
養成所に入所

所属タレントとなる
声優として活躍中

古川 未央那さん 青森県 弘前南高等学校出身　
声優タレントコース  2016年度卒業  ● 所属先  株式会社プロダクション・エース

卒業
養成所に入所（2年間）

フリーとして活躍
現在の会社に所属

企業映像・ナレーションを中心に活動中Step Up Process

児玉 理恵子さん 宮城県 宮城広瀬高等学校出身　
声優タレントコース  2012年度卒業  ● 所属先  株式会社レオパードスティール

〉〉〉 声優アーティスト科の特長

〉〉〉 目指す職業

〉〉〉 就職・デビュー実績

学生時代に積んだ経験が、
今の自分に自信を与えてくれます

● アニメ
「デンキ街の本屋さん」ソムリエ 役
「昭和元禄落語心中 助六再び篇」  「たまぽんず」
● 映像
「ROBOT PAYMENT 会社の秘密篇」 社員 役
「お前ら、おひとり様の俺のこと好きすぎだろ。」 
紹介映像 羽鳥英玲奈 役
WebCM「君と僕のスモウライフ」※SNOW Japan株式会社
「スピラスピカ MV」
● ナレーション
TVCM「福岡空港免税店 CMソング」
● その他
スカパー「V☆パラダイス」むーちゃん 役

● アニメ
「宇崎ちゃんは遊びたい！」女子大生 役
● 外画吹き替え
「フェノミナ」フランカ 役
● 雑誌掲載
「Cheer球部!」山科ほたる 役
（月刊ホビージャパン読者参加企画) 
● ゲーム
PS4 
「デート・ア・ライブ 蓮ディストピア」葉桜麻衣 役
● ナレーション
宮城県仙台市地下鉄東西線記念ドラマ
「WE are the Champion!!」※主催:株式会社シークエンス
オススメWOWOWCMナレーション※主催 CAT-Ｖ

声優として、また声優アイドルとしてもお仕事しています。自分のなか

に持っている一面を、キャラクターを通して存分に演じられるのが、こ

の仕事の魅力だと思います。演じたキャラに応援コメントを頂いたりす

ると、心から嬉しくなります。さまざまなキャラクターを演じるチャンス

を頂けるのは、毎回やりがいがあり、自分の中の引き出しが増え続け

ていて楽しいです。また、役を通して歌を歌わせて頂ける機会も増え、

より表現の幅が広がりました。デジタルアーツ仙台では、自分のやりた

いことを実現するためには、色々なアプローチ法があることを教えて

もらいました。役者としての基礎トレーニング、MC、ラジオトーク、舞

台、歌、ダンスなど、学生のうちに現場でたくさんの経験を積めたこと

が、今の自分に自信を与えてくれています。

これまで「俺、ツインテールになります。」などのアニメの声優や

Web-CM、TV-CMのナレーションなどのお仕事をしてきました。ク

ライアント・スタッフに関係なく多くの人に喜んでもらえたとき、

声優やナレーターとして関われて良かったな、と感じます。デジ

タルアーツ仙台では、オーディションだけでなく子供ショーの

MCやスタッフとして参加させてもらうなど、とにかく場数を踏

ませてもらえました。この仕事を目指す人には、「チャンスが来

たら、つかんでください！贔屓されてください！」と伝えたいです。補

欠合格でも、誰かが断ったから自分に話が来た、というのでも良い

です。そして、技術はもちろんですが、いろんな人から好かれて贔屓

される人を目指して欲しいなと思います。

多くの人に喜んでもらえたとき、
「この仕事に関われて良かった」

11 22 33
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他他

他

学生が目指す「声を活かした仕事」に就くことを目標とし、様々な教材を
通して表現力を身につけます。スタジオで声を録音し客観的に聴くこと
で、本来の自分の声（地声）や弱点を知り、繰り返し実習をすることで自
らの技術を高めます。　　

MC（司会者）として即戦力を身につけることを目的とします。声の出し方
から、ステージでの姿勢、表情、正しい日本語の使い方、観客層にあわせ
た話し方など、幅広く対応できる技術をつけます。

声での表現技法を身につける！ アフレコ実習

幅広く対応できる技術を学ぶ！ MC実習

心地よいナレーションを目指す！ ナレーション実習

声優とはすなわち俳優であるという認識のもと、表情や身体表現も
伴った演技実習を含めた上で、ラジオドラマ、アニメアフレコ、外画アテ
レコ、ボイスオーバー等の実習を行います。

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

声優タレントコース ヴォーカルタレントコース
声優のほか、マルチタレントとして司会者、リポーター、コメディアンなど、個性をセー
ルスポイントにテレビやラジオ、映画、舞台などメディアや媒体で活躍できる人材を
育成します。

発声法・歌唱法の基礎レッスンや定期的なレコーディングで課題を客観的に把握し、
個性的な表現法を見つけていきます。多彩なライブイベントやオーディションなど、い
くつものプロデビューへの道が用意されています。

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。

〉〉〉 カリキュラム紹介 〉〉〉 ピックアップポイント
充実したレッスンやオーディションを実施し、業界デビューを目指します。
声優だけではなくタレントや俳優を見据えたカリキュラムです。

アフレコ実習
声優とはすなわち俳優であるという認識のもと、表情や身体表現
も伴った演技実習を含めた上で、ラジオドラマ、アニメアフレコ、外
画アフレコ、ボイスオーバー、ナレーション等の実習を行います。

アナウンス概論 オリジナルシナリオによるドラマCDの制作を通して、コミュニケー
ション力やチームワークを養います。

シナリオ制作 各学生の能力を考慮し、言葉の意味、話し言葉としての使用方法
をしっかりと把握したうえで、シナリオを制作します。

マーケティングから番組の企画書制作、原稿制作、制作費の算出、
ナレーションと多岐にわたる授業内容。ラジオＣＭディレクターや
ナレーターとしての知識を身につけます。

自己表現技法
演技者として必要な基礎（肉体訓練・発生・集中力・リズム感・
想像力と創造力・感情表現など）を学習しながら、それぞれを
体感します。

ヴォーカル実習 リズムトレーニングや歌の発声法を学習するとともにオーディ
ションでの歌唱対策の実習を行います。

殺陣アクション 殺陣・アクションを通して演技をする際に、より 感情を表現する
為に適した体と心を養います。

ヴォーカル
レコーディング

音源制作を通して、モノ作りの楽しさ、苦心、やりがいを体感します。
レコーディングスタジオで、自分の歌を録音し、録音された自分の
歌を客観的に聴きながら、発声やリズム、表現法について学びます。

日本舞踊 日本舞踊を通して、心の表現の仕方、見せ方を学ぶ。また、古典
邦楽特有の「間」を習得します。

ミュージック
リテラシー

楽器や音楽知識の理解。音楽理論、譜面、リズムの概念、音楽
ジャンル、歴史、著作権等を幅広く学びます。

※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。
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説明毎年10月に開催される白石・鬼小十郎まつりは、「片倉軍VS真
田軍決戦・大坂夏の陣～道明寺の戦い～」を再現したもので、
主要キャストとして専門学校デジタルアーツ仙台声優アーティ
スト科の学生が参加しています。
※2020年は、新型コロナウイルス感染防止のため中止になりました。

「音楽のチカラで心のバリアフリー」を目指して全国各地で開
催されている『とっておきの音楽祭』は、2001年に宮城県・仙
台市から始まりました。この『とっておきの音楽祭』に声優アー
ティスト科の学生は、毎年MCとして参加しています。
※2020年は、新型コロナウイルス感染防止のため中止になりました。

ぶらんど～む一番町「エモドナル五世」CV
2019/5～

Aiどんどこ市
2019/5/25、5/26

とっておきの音楽祭 MC
2019/6/2

定禅寺ストリートジャズフェスティバル
2019/9/7、9/8

鬼小十郎まつり MC&キャスト出演
2019/10/5

伊達な街　四丁目アカペラストリート
2019/10/6

宮城地区まつり MC
2019/11/2

青葉区民まつり MC
2019/11/3

仙台ゴスペル・フェスティバル
2019/11/9

卒業公演@専門学校デジタルアーツ仙台
2020/2/22

ぶらんどーむ一番町の
マスコットキャラクター
『エモドナル5世』の声を

担当しました！
松村 安莉さん

声優科 ドラマＣＤ
［Ｄ－ＢＯＸ 6］
2019.4.10 全国リリース

ヴォーカルコンピレーション 
［Red Pixie］
2019.2.27リリース

アニメ 
［ミッキーマウス］

（DVD）

アニメ
［ドナルド ダック］

（DVD）

リリース・出演情報

■担当科目 ： ヴォーカル実習

吉田 英功 先生

皆さんと業界の先輩・後輩としてお付き合いしたい
と考えてます。学生のみなさんが楽しく学校に通える
ようなレッスンを目指しています。大切なことは「まず
は業界に入る」ことです。新しいビジョンが見られる
ように、一緒になってサポートしていきます。

私の担当は殺陣やアクションです。レッスンは体力的
にキツめですが、声優も含め俳優として幅広く活躍
できるよう指導します。出来るか出来ないかは試して
みてから解る事。試す前から諦めず、積極的に挑戦し
て欲しいと思います。

■担当科目 ： 殺陣

箱崎 貴司 先生

前田 晴香さん

"声"の役割と魅力を
最大限に活かして活躍できる
プロをめざして努力を続けます。

先生方には授業内外で親
身に相談にのっていただき
感謝しています。プロとして
活躍することで恩返しがし
たいです。

声を使い、大勢の方々にた
くさんの世界を伝える声優
の仕事。そのやりがいと魅
力を深く感じることができ
た2年間でした。

マルチタレントを
めざして

「MC実習」で
自身の成長を実感

見られることへの
意識を高める

プロとしての
道を歩む

1 目標としているマルチタレントへのステップを実現する上で、声優やナレー
ションの知識・技術についても学びたいと思い入学。どんな授業が始まる
んだろうと、とてもワクワクしていました。

声優専門のコースではありますが、芸能全般について学べたことがよかっ
たです。特に自身の成長を感じたのは「MC実習」。声で人に伝える上で個
性が重要であることを実感しました。

2年次は東京校で学びました。オーディション対策の授業で、人から見られ
ることに対しての意識を学ぶことができました。また、東京の雰囲気を感じ
ることでプロへの意欲も高まりました。

卒業後は、迷わずプロへの道を模索していくことを決めました。その第一
歩となるのが校内オーディションです。今後も努力を続け、先生方のご指
導やきめ細かなサポートに応えたいと思います。

2

3

4

声優タレントコース

出演情報

TNX株式会社
● 所属先

1

オーディションの主催者より、ご挨拶をいただ
きます。

D・POP PROJECTION卒業公演での演技

「杜の都・仙台」の街角で毎年9月に開催し、市民ボランティアが中心となって企画・運営を行っ
ている『定禅寺ストリートジャズフェスティバル』に毎年MCとして、声優アーティスト科の学生が
参加しています。　※2020年は、新型コロナウイルス感染防止のため中止になりました。

鬼小十郎祭り実行委員会のみなさんの前でセ
リフなどを披露します。

本校最大のイベント「D・POP PROJECTION」に
参加し歌唱を披露しました。その他、学校内のイ
ベントにも参加します。

本校ライブシアターにて2年間の集大成として卒
業公演を実施。本番当日は沢山の方にご来場い
ただきました。

オーディション開催・選考2

配役発表3

結果発表。審査の上で配役を決定！ 多くのお客様の前で演技を披露！お疲れ様で
した。

本番当日4

世界累計130万部「飛空士」シ
リーズの犬村小六にる、恋と空戦
が彩る最新ファンタジー戦記「プ
ロペラオペラ」。
PR動画のCVを担当しました。
（C）犬村小六／小学館

短編映画
「呪鈍」
相沢春香（19）役

PV動画
CV

短編映画
出演

アニメ ［嫌われ者のラス］（DVD）
「ゆうばり国際ファンタスティック 
映画祭2013」優秀アニメ賞受賞

「山形国際ムービーフェスティバル」
アニメCG部門最優秀賞受賞

〉〉〉 デビュー決定までの道のり

〉〉〉 担当講師からのメッセージ

〉〉〉 実践的な学び

● 行政イベント等への参加　　　　　 ● オーディションへの参加　　● インターンシップ　　● ワークショップへの参加　　● CD 制作、全国リリース
● D-POP PROJECTIONへの参加　　● 卒業公演への参加　など　　　  
　　　

在学中の主な目標

鬼小十郎まつり

アフレコ作品 アーティスト作品

～オーディション・出演までの道のり～

定禅寺ストリートジャズフェスティバル

とっておきの音楽祭

オフィシャル
ツイッター▶

オフィシャル
インスタ▶
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