
2022 年度　声優科舞台公演を開催しました！
昨年、 12月に声優科の舞台公演を行いました。 コロナ

禍で無観客や人数制限を設けての公演が続いていたの

で、 有観客で演技するのは今回が初めての学生もいまし

た。 7月にキャストオーディションで役を決め、 9月まで

に台本を覚えて舞台稽古がスタートしました。 役者とし

てだけではなく、 衣装 ・ 大道具 ・ 小道具を一から制作し

裏方の仕事もして、 舞台制作に関わる全てを体験し声優

科と舞台の音響 ・ 照明を担当した音響 ・ ミュージック科

の学生全員が力を合わせ、 作りあげました。 2年生で主

人公シェヘラザード役を演じた佐川朱音さんは 「自分と

は違う性格のキャラクターで、 どう演じるか悩みました

が、 全身で彼女のメッセージを表現できたと思います。

本番を終え、 お客さんの拍手と感動が伝わってきた瞬間

に、 自分はシェヘラザードをちゃんと演じきれたという

成長を感じました！」 と、 舞台当日の様子を語ってくれ

ました。 圧巻の演技を見せてくれた声優科のみなさん、

音響 ・ ミュージック科のみなさん、 素晴らしい舞台をあ

りがとうございました！

総合型選抜入試合格者プレスクールを開催しました！

4月から入学する総合型選抜入試の入試合格者を対象に本校への理解を

深め、 A&Dの学生としてスムーズに学校生活に馴染むことができるよう

にプレスクールを実施しました。 プレスクールの内容は、 入学に向けた心

構えや入学までのスケジュールの案内など各担任の先生から説明があり、

緊張しながらも皆さん熱心に耳を傾け、 一生懸命メモを取っていました。

4月からは、 皆さん A＆D の学生です 期待と不安があると思いますが、

皆さんが自分の 「スキ」 をしっかりと学んで 「スキル」 に変えていけるよ

う全力でサポートしますので、 安心してきてくださいね
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もう 2 月ですね！ 2 月と言えばバレンタイン！わたしが学生の時は友チョコを作って

みんなで交換していましたが、 みなさんは 「友チョコ」 ご存じですか？編集者コラム

ひとこと ： 今年も 1 年間よろしくお願いします！
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アナログテクニック実習の授業をご紹介！猪苗代アート研修を行いました！
デザイン系の学科を中心に猪苗代
でアート研修を行いました 顔彩
耽美 （がんさいたんび） など様々
なインクを使用し制作をおこない
ました。 学生たちにとって、 首都
圏の画材メーカーから直接指導を
受ける貴重な機会となり学生から
は 「水彩は苦手でしたが、 新し
い画材を経験できて水彩が好き
になりました！今回学んだ技法や
プロ活動のためのノウハウを今後
の制作に活かしていきます」 との
感想がありました！

プロゲーマー 「ネモ」 選手来校！ １年生　宮城県宿泊研修！

三春町まほらホールにて実習！ボイスオーバー (翻訳音声 )のお仕事！

お楽しみ会を開催しました！A&D×BF コラボ第 2 弾 表彰式！
国際ビューティ＆フード大学校と

共同で 「豚丼レトルト食品」 のパッ

ケージデザインの制作をおこなっ

ていて、 今回は採用作品の表彰式

が行われました。 表彰結果は 「最

優秀賞　宇須井未羽さん」 「優秀賞

　富樫雄太さん」 「敢闘賞　星蒼来

さん」 の 3 名が受賞となりました

最優秀賞者のデザインは実際に商

品化されます。 受賞者は 「実際に

学んだことが形となったことが嬉

しいです」 と話していました

福島中央テレビ様からボイスオー

バーのご依頼をいただき、 収録を

行いました。 ボイスオーバーとは

海外の映像を日本で放映する際、

外国語の原音に日本語訳のセリフ

などをかぶせる手法のことです。

ゴジてれ Chu! のニュース内で放

送された 「韓国汚染水」 をテーマ

にした特集のボイスオーバーを声

優科が担当しました！

eスポーツ学科にウェルプレイド ・ ライゼ
スト所属プロゲーマーの 「ネモ選手」 が
来校し、 特別授業をして頂きました！授
業の内容は 「e- スポーツ業界についてネ
モ選手が考える事」 「e- スポーツ業界を
目指す若者に伝えたい事」 など業界を中
心とした講話をして頂きました。 ネモ選
手の社会人時代の経験も混ぜながらのお
話だったので説得力が大きく、 学生達は
メモを取ったりいつも以上に集中して聞
いていた様子でした！授業を受けた学生
からは 「今回のネモ選手の授業を受けて
今後、 仕事や生活をする上での人との接
し方や考え方を見直すことが出来ました」
との感想がありました！今後の活動に、
上手に生かしていけるといいですね

年内最終登校日に CG 学科で毎年恒

例のお楽しみ会を開催しました。 三

部構成で行い、 一部では、 反省と来

年の抱負の発表を行いました。 二部

のゲーム大会では、 タイムアタックを

行いました。 三部は豪華景品が当た

るビンゴ大会を開催。 景品はなんと

‼Playstation5 や Switch( 有機

EL モデル ) で学生たちは気合十分

でした しっかり楽しんだので、 作

品制作もしっかり頑張って貰いたい

です

今回は 『食事』 をテーマに1P漫画
を仕上げまで行いました ネーム
を起こすことはだんだん慣れてきま
したが、 そこからデジタルソフトの
技術を使って仕上げまで行う事に
苦労しつつ…自分がイメージしたラ
フを再現しようと頑張っていまし
た！ラフは曖昧な描写でも脳内イ
メージで勝手に補完するため、 実
力以上に上手く見えるのですが、
それを整理して線画に起こすのは
ハードルがかなり上がります 自分
に合ったブラシやトーンを見つけ
て、 工夫しながら理想の仕上げに
近づけたいですね♪

三春町まほらホールにてホール実
習を行いました！音作り、 明かり
作り （照明設置） はホールの規模
や催し物によって大きく変わりま
す。 今回のホール実習ではバンド
ライブを想定した明かり作りと、
ピアノ弾き語りを想定した音作り
をしました。 学生からは 「普段の
授業でやっていることがこのよう
につながるとは知らなかった」 「こ
んな広い場所で数十個の照明を設
置し調整するのは初めてなのでと
てもワクワクした」 など色々と良
い意見が聞けました！

仙台うみの杜水族館をペット総合

科の 1 年生が見学してきました。

初めて訪れた学生も多く、 展示

動物やショーなどを興味深そうに

見学していました。宿泊施設では、

就職研修を行い、 これから始まる

就職活動に向けて、 履歴書の書

き方や電話応対の仕方などを学

びました。 ２日間を共にし、 さら

に学生たちの知識や絆が深まった

ように思います。
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