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設置学科及びコース 

日本芸術専門学校は２つの学科（演劇学科・芸術学科）、４つのコースによって構成されています。 
 
演劇学科（舞台俳優コース・映像俳優コース・ミュージカルコース） 

 
芸術学科（クリエイティブパフォーマーコース） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
※2022年度入学生より、学科及びコースの変更が予定されています。 
 

履修要領について 

開講授業 

日本芸術専門学校の開講授業は、専門科目（実技）と学校行事（イベント）に分かれています。 

専門科目は、1年間で 24単位以上修得しなければなりません。 

また、専門科目の履修上限単位は１年間で 30単位までです。 

 

履修形態 

各科目には、履修条件が設定されています。 

•  必修科目 ··········· コースごとに必ず履修をしなければならない科目。 

•  コース別選択必修科目……舞台俳優コース、クリエイティブパフォーマーコースの一部の科目。 

•  学科選択科目 ······ 学科、コースに関わらず、全学科の学生が卒業や専門分野への探求のために自由に 
選択することが出来る科目。 
※履修希望者数によっては抽選となり、ご希望の履修登録が出来ない場合があります。 
※備考１ 

演劇学科

映像俳優コース舞台俳優コース ミュージカルコース

芸術学科

クリエイティブパフォーマー
コース

１ 



 

 
 

授業について 

授業時間 

授業時間は下記の通りです。 

 １限  ９：３０～１１：３０ 

 昼休み １１：３０～１２：１０ 

 ２限  １２：１０～１４：１０ 

 ３限  １４：２０～１６：２０ 

 ４限  １６：３０～１８：３０ 

 

授業単位の基準 

授業に対する課程を修了した者に対して、以下の基準によって単位を認定します。 

専門科目は、原則１コマ（１２０分）の授業をもって、2単位とします。 

※１コマ（１２０分）2単位ではない専門科目は以下になります。 
 
・舞台音響 / 照明演出（土曜日 １２：１０～１６：２０） ６単位   
*不定期開講授業（開講日にご注意ください。土曜日以外にも開講する場合があります。）※備考２ 

 
・映画研究（金曜日 １４：２０～１８：３０）４単位 
 
・ミュージカルヴォーカル選抜上級（月曜日 ９：３０～１１：３０）１単位～２単位 
*前期及び後期でオーディションがあり、前期、または後期のみ履修の場合は１単位とします。※備考３ 

 

単位修得要件 

１．出席回数が全体の 70%を超えていること。※1. 

２．学年末の試験を受けていること。試験点数が 40点以上であること。 

３．評定が 2以上であること。※2. 

※1. 30分以上の遅刻は認められず欠席扱いとなります。 

授業終了 30分以上前の途中退室は欠席扱いとなります。 

遅刻と途中退室の合計 3回で 1回の欠席扱いとなります。 

出席率が 50%を下回った時点で、その後その授業には出席できなくなる場合があります。 

※2. 評定が 1 の場合、単位認定されません。 

２ 



 

 
 

２０２１年度 各コース必修科目について 
 
総合舞台制作(卒業公演)は、選択したコース以外の履修は出来ません。所属コースの授業を選択してください。 

総合舞台制作(卒業公演) 

舞台演技 

火曜２限 

映像演技 

金曜２限 

ミュージカル 

火曜１限 

クリエイティブパフォーマー 

（声優・ダンス・音楽の３専攻に分かれて授業を行います） 

金曜２限、火曜１限、火曜１限 

各コースの必修科目については以下の通りです。選択したコースの必修科目は全て履修してください。 

演劇学科 

舞台俳優コース 映像俳優コース ミュージカルコース 
脚本実習 
１年次のみ 
月曜 1限 

脚本実習 
１年次のみ 
月曜１限 

※タップダンス（初級 or 上級） 
 

月曜２限 

発声滑舌 
月曜２限 

ナレーション 
２年次のみ 
火曜２限 

※シアターダンス（初級 or 中級 or 上級） 
 

火曜３限 

台本読解 
１年次のみ 
木曜２限 

身体・発声トレーニング 
２年次のみ 
火曜３限 

ミュージカルアンサンブル 
１年次のみ 
水曜４限 

舞台基礎 
１年次のみ 
金曜１限 

映像演技 B 
火曜４限 

※ソルフェージュ（初級 or 上級） 
 

木曜３限 

コーポリアルマイム 
金曜２限 

映像演技 C 
水曜３限 

※バレエ（初級 or 上級） 
金曜１限 

舞台演技 B 
２年次のみ 
金曜４限 

台本読解 
１年次のみ 
木曜２限 

ミュージカル演技 
２年次のみ 
土曜３限 

舞台演技 C 
土曜１限 

映画研究 
金曜３限４限 

 

殺陣（初級 or 上級） 
水曜２限３限 

アクション（初級 or 上級） 
木曜３限４限 
日本舞踊 
木曜４限 

コース別選択必修 
（上記３科目から１つ選択） 

全て２年次のみ 

  

※は履修登録期間にクラス別けオーディション等があります。※備考４ 

３ 



 

 
 

芸術学科 クリエイティブパフォーマーコース 
※クリエイティブパフォーマーコースは下記（声優系、ダンス系、音楽系）から必ず 5科目選択し、履修してください。 

声優系 ダンス系 音楽系 
声優基礎 月曜２限 
洋画アフレコ 月曜３限 
アニメアフレコ B木曜３限 
セルフプロデュース 金曜４限 

フラダンス/タヒチアンダンス 月曜１限 
シアタージャズ 火曜２限 

R&B HIP HOP（初級 or 中級）火曜３限４限 
コンテンポラリー 水曜４限 

※バレエ（初級 or 上級）金曜１限 
セルフプロデュース 金曜４限 

音楽基礎 月曜１限 
作詞法 水曜３限 
DTM 金曜１限 
作曲法 金曜３限 

セルフプロデュース 金曜４限 

※は履修登録期間にクラス別けオーディション等があります。※備考４ 
 

特殊授業について 

• 舞台音響/照明演出（土曜２限３限、不定期開講あり）※推奨授業 

どのコースでも履修可能です。音響・照明の基本的な知識、どのような演出ができるのか知ることで、演者としても
必要な知識を身につけることができます。 

• 整体(金曜３限) / ヨガ（水曜１限） 

この授業は通年で履修し試験に合格すると資格を取得することが出来ます。資格取得には別途費用が 

かかります。また、資格取得を目指さなくても授業を履修することは可能です。 

 

授業の休講・代講について 

授業の休講・代講については、校舎内の掲示板（１F職員室入口前の廊下）に掲示します。 

各自確認するようにしてください。 ※急遽、担当教員の事情や、行事等で休講となった場合、連絡が遅れることがあります。 

 

履修登録について 

履修登録 
履修登録は Google フォームで行います。学校で使用する Google アカウントを（必ず本名フルネームで）作成しておい
て下さい。フォーム URLは後日お知らせします。 
時間割、授業内容一覧（シラバス）をよく読んで履修登録期間に登録を済ませてください。 

 

登録期間スケジュール 

• 履修登録期間 ····················· ４月１９日（月）～５月１２日（水） 

• 履修登録締切 ····················· ５月１２日（水）１７：００時間厳守 

• 履修確定・変更期間 ············· ５月１３日（木）～５月１９日（水）１７：００時間厳守 

４ 



 

 
 

行事単位について 

学校行事は以下１６単位全て必修となり、各イベントに応じて準備・本番を含めて単位を認定します。 
 総合舞台制作 (卒業公演)：５単位 
  特別演習：９単位 
 （合宿 ３単位、Precious Audition ２単位、学園祭 ４単位） 
 特別講義：２単位  
（ 芸術鑑賞授業・特別講義 １単位、校外学習 １単位） 

 
※欠席・不参加（実習を除く）の場合、補習授業の対象となります。  
※その他、コースによって必修行事があります。 
※新型コロナウィルス感染症の拡大状況によって、行事内容が変更もしくは中止・代替行事になる場合があります。 
 

実習証明書の提出について 

プロダクションでの仕事、イベントへの出演、オーディション等で授業が受けられない場合、必ず実習前、または実習後 

1週間以内に「実習証明書」を提出して下さい。提出の際は、実習の内容、実習先からの署名、押印が必要です。 

実習後 1週間以内に提出されなかった場合は無効になります。 

※ 実習証明書の提出により出席扱いとなる授業数は、原則として科目ごとの年間授業数の 50%以内です。 
 

【実習証明書の記入例】 
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教室利用（※５月よりオンライン予約に移行する予定です） 

教室利用 

在学生は各教室を自主稽古等の目的で借りることが出来ます。 

利用日の前日から申請を受け付けており、利用時間は１グループにつき最大で１日１回２時間まで申請することが 
可能です。利用申請に関しては、以下の手順に沿って行ってください。 

1. 教室の空き状況を窓口で確認する。 

代表者は、窓口に設置してある教室利用申請書の必要事項をすべて記入する。 

職員から承認印を貰う。 

2. 教室利用カードを受け取り、教室利用開始。 

教室での飲食は、第１第２スタジオ・A スタジオ・B スタジオ・Booth1～3以外では可能です。※１ 

3. 利用終了の時間５分前に退出。 

教室内を利用前の状態に戻し、清掃・消毒・忘れ物の有無・破損の有無・冷暖房・消灯・戸締りを確認し 

退出。 

4. 利用終了後、窓口に申告。教室利用カードを返却 ※２ 

5. 利用終了 

※上記の決まりを守れなかった場合、利用申請者にペナルティがつきます。ペナルティが３回つくと、 

その後 3日間、教室利用不可となります。 
 

・教室利用の申請は９：００～１７：００まで受け付けています。１７：００以降は受け付けません。 

・教室は９：００～１８：３０まで利用できます。（土・日・長期休暇期間は１７：００まで） 

・校舎の完全退館時間は１９：００です。退館時間を厳守して下さい。（土・日・長期休暇期間は１７：３０） 
 
※１ スタジオの利用規約  

・第 1 スタジオ  第 2 スタジオを利用の際は、窓口で鍵を借りて教室利用をしてください 。入室の際は、履物を脱いで入室してください。  

・スタジオ、ブース内での飲食は禁止（蓋の付いた飲み物のみ可）  

・ケーブルが多いので、雑な扱いをして断線をしないように丁寧に扱ってください。  

・許可なく機材・楽器に触れないようにしてください 。機材などを持ち出した場合は、使い終わった後に元の場所に戻してください。  

・第 2 スタジオの調整室への入室は禁止です。（授業準備の際のみ入室可能となります）  

※２ 窓口の開室時間外は窓口前に設置されている返却ボックスに投函してください。 

 

 

６ 



 

 
 

延長利用 

延長利用を希望する場合は、利用終了時間の１５分前から申請することが出来ます。 

申請は職員室窓口で行っています。教室利用申請書に記入し、職員から承認をもらってください。 

時間延長は 1回につき１時間です。１８：３０以降の延長利用はできません。 

※すでに別団体から教室利用申請があった場合は、延長は出来ません。 

※教室の利用状況によっては延長できない場合があります。 

※窓口開室時間外の延長申請は、窓口をノックして職員に声を掛けてください。 

 

破損を発見したら・破損してしまったら 

教室利用開始時に破損を見つけた場合は、直ちに窓口に申告してください。 

破損してしまった場合も、直ちに窓口に申告してください。 

故意に破損した場合は全額弁償をしてもらいます。 

 

物品貸出 

文具貸出 

窓口ではハサミやノリ、裁縫道具などを貸出しています。（数に限りがありますので譲り合って利用してください。） 

利用したい場合は窓口に設置してある備品貸出表に必要事項を記入して、必ず借りた人が返すようにしてください。 

 

小道具・衣装・その他（書籍・DVDなど）貸出 

第１０教室で保管している小道具・衣装・書籍や DVD を貸出しています。利用したい場合は窓口にお越しください。 

貸出に関しては以下の手順に沿って行ってください。 

1. ・窓口で小道具・衣装貸出の申請を行い、鍵を借りる。備品貸出表に鍵の借りた時間を記入する。 

・備品を選ぶ。（貸出不可のものもあるので必ず職員に確認してください。）退出の際は必ず鍵をかける。 

・鍵を返却し、窓口に設置してある備品貸出表に必要事項を記入する。（破損等がないか確認してください。） 

・職員から承認印を貰う。 

2. ・備品の利用が終了したら直ちに窓口に来て返却作業を行う。 

・貸出時に記入した備品貸出表に、返却時の必要事項を記入する。 

・職員から承認印を貰う。 
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コピー機の使用方法 

1. ・窓口で申請を行い、コピー機のカードを借りる。 

・申請用紙に必要事項を記入する。 

・職員から承認印を貰う。 

2. ・利用が終了したら直ちに窓口にカードを返却する。 

・申請用紙に必要事項を記入する。 

・職員から承認印を貰う。 

 

各種申請について 

各種申請による発行は、申請用紙提出から 1週間～１０日程要します。窓口にて、それぞれ指定の申請用紙に 

必要事項を記入し、提出してください。在学中は全て無料で発行を行っています。卒業後の証明書の発行については、 

申請時に所定の発行料を切手で納めてください。使用日までに余裕を持った申請をお願いいたします。 

 

各種証明書の発行

・在学証明書（在学中のみ） 

・卒業見込証明書（在学中のみ）／ 卒業証明書（卒業後のみ） 

・成績証明書 ・調査書 

・留学用英文成績証明書（発行には１０日以上要します。） 

 

自転車通学

令和２年４月より、東京都では自転車利用者は、自転車損害賠償保険等への加入が義務となっております。 

通学に自転車を利用する場合は、ご自身で必ず保険加入の手続きを行ってください。 

また、学内に駐輪する際には、専用のシールを自転車に貼る必要があります。自転車通学を希望する場合は、シール発行

の申請手続きを窓口で行ってください。※専用のシールを貼っていない自転車は、撤去されます。 

 

その他の申請

・通学証明書 

通学定期は学生証の提示で購入できますが、乗り換えや区間の変更をする場合、通学証明書の発行が必要です。 
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・学校学生生徒旅客運賃割引証 

  JR各社の鉄道（一部のバス）片道１０１キロメートルを超える区間で利用する場合、学割証の申請が可能です。 

帰省や保護者の旅行への随行、その他さまざまな使用目的において申請が認められます。 

乗車券購入の際に、JR各駅のみどりの窓口等で学割証の提示をすると、運賃が２割引きになります。 

・学生証の再発行 

 学生証を紛失、盗難または破損した場合は、再発行の申請をしてください。 

申請の際に、３cm×３.５cm の証明写真を申請用紙とともに提出してください。 

 

休学・退学・除籍について 

休学

所定の申請を行い、学内の審査結果により、休学が認められる場合がある。 

1. 休学しようとする者は、保護者もしくは保証人連署の休学申請書を、原則として当該月の前々月の１0日までに 
提出しなければならない。※1. 

2．休学申請の際は休学理由がわかる証明書類を提出しなければならない。 

（病気・怪我の場合、医師の診断書。留学等の場合、受け入れ機関の入学許可書等。その他、具体的かつ詳細に 

理由を記した書類、または、それらを証明する公的証明書など） 

3．休学しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は申請を受理することが出来ない。 

（１）学納金滞納者※2. 

（２）提出書類の不備 

4．休学期間は 6 ヶ月以内とし、再申請及び審査により最長 1年間まで延長する場合がある。 

休学期間は修業年限に含まれないが、在籍年限には含まれる。※3. 

5．休学期間中の学納金は免除される。 

担し、休学期間中の授業参加、聴講、教室利用、その他の学校行事への参加は、することが出来ない。 

6．休学期間が終了しても復学できない場合、校長は退学を命じることができる。 

※1.  例えば 10月 1日から休学を希望する者は 8月 10日までに休学届を提出して下さい。 

※2. 休学する月の前月までの学納金。 

※3. 修業年限は 2年間、在籍年限は 3年間。 
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退学

所定の申請を行い、学内の審査結果により、退学が認められる場合がある。 

1. 退学しようとする者は、保護者もしくは保証人連署の退学申請書を、当該月の前月の 10日までに提出しなければな
らない。※1. 

2. 退学しようとする者が、次のいずれかに該当する場合は申請を受理することが出来ない。 

（１）学納金滞納者※2. 

（２）提出書類の不備 

3. 退学に際し、既に収めた学納金等は、いかなるものも返還しない。 

4 学生が、次のいずれかに該当する場合は、校長は退学を命ずることが出来る。 

（１）長期にわたる欠席、もしくは著しく成績評価が低く、進級、卒業の見込みが無い者。 

（２）学納金納付の義務を怠り、督促してもなお納付しない者。 

5．退学するものは、学生証及び学校から貸与されているものを速やかに返却しなければならない。※3. 

6．本学の規則に反し、または学生の本分に反するような行為があった場合は、審議の上、懲戒による退学となる 

場合がある。※4. 

※1. 例えば 9月末日で退学を希望する者は 8月 10日までに退学届を提出して下さい。 

退学が許可された場合の退学日は、翌月の月末付けとなります。 

※2. 退学する月までの学納金。 

※3. 退学時には必ずロッカーキー、フェリカカードを返却し、ロッカー内を空の状態にして下さい。 

キー、カードを紛失した場合は実費負担となります（キー￥1,100、カード￥500） 

※4. 法律に著しく反する行為など。 

 

除籍 

次の各号に該当する者は、学生及び保護者もしくは保証人に対し、除籍の手続きを行う旨を通知したのち審議を経て 
除籍とする。 

（１）長期にわたる欠席、もしくは著しく成績評価が低く、進級、卒業の見込みが無い者。 

（２）学納金納付の義務を怠り、督促してもなお納付しない者。 

（３）本学の規則に反し、または学生の本分に反するような行為があった場合※ 

※ 法律に著しく反する行為など。 
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進級・卒業・留年について 

進級要件 

下記の要件が満たされていない場合は、進級の資格を得られず、登校停止、もしくは留年となる。 

（１）年度内に全ての学納金の納入が確認できること。 

（２）Precious Audition（進級試験）を受けていること。 

（３）40単位以上取得していること。（専門科目 24単位、行事単位 16単位） 

※進級単位が不足している者に対し、別途補習授業を行う場合があります。 

その場合、別途定める補習授業料を納めなければなりません。 

 

卒業要件 

下記の要件が満たされていない場合は、卒業の資格を得られず、卒業の延期、もしくは留年となる。 

（１）卒業月の前月までに全ての学納金の納入が確認できること。 

（２）Precious Audition（卒業試験）を受けていること。 

（３）80単位以上修得していること。（専門科目 48単位、行事単位 32単位） 

※卒業単位が不足している者に対し、別途補習授業を行う場合があります。その場合、別途定める補習授業料を 

納めなければなりません。 

※卒業時には必ずロッカーキー、フェリカカードを返却し、ロッカー内を空の状態にして下さい。 

キー、カードを紛失した場合は実費負担となります（キー￥1,100、カード￥500） 

 

留年 

次に該当する者は、学生及び保護者もしくは保証人に対し、留年の手続きを行う旨を通知したのち留年とする。 

進級・卒業要件が満たされない者。 

（１）留年となった者は、前期分の授業料を納めたのち、不足分の単位を修得するための授業に出席することが出来る。 

（２）前期で不足分の単位を修得できなかった者は、後期分の授業料を納めたのち、不足分の単位を修得するための 

授業に出席することが出来る。 

（３）前期後期を通しても不足分の単位を修得できなかった者は退学、もしくは除籍となる場合がある。 

（４）留年期間中は、開講授業のうち、学校行事（イベント）を選択することはできない。 
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コース変更 

1年生で履修した学科・コースを 2年生から変更したい場合は、所定の申請書に変更希望の理由を明記し、教務部と面

談を行なった後、校長の許可を得なければならない。 

学年の途中での学科・コース変更は認められない。※備考５ 

 

学納金の滞納について 

学納金を滞納した場合は、速やかに納入して下さい。分納を許可された場合は支払い計画等を提出し、滞納が無い状態

に努めてください。 

連絡がなく入金予定日より１ヶ月以上滞納した場合、書面にて「登校停止」を勧告します。 

勧告送付後１週間以内に入金が無い場合は、８日目から登校停止処分とします。 

※登校停止期間の授業は欠席扱いになります。 

 

公認欠席（公欠） 

次の事由による欠席は証明書を添えて「公欠届」を提出し、認められた場合には公欠となる。 

公欠は成績評価において教育的配慮が施される欠席となるが、出席に振り替える事は出来ない。 

 

• 慶事 

本人の結婚…土日を含む連続 7日間 

兄弟姉妹の結婚…2日以内 

• 弔事 

1親等以内（父母、子）の忌引きによる欠席…7日間 

2親等以内(配偶者、兄弟姉妹、祖父母) の忌引きによる欠席…3日間 

叔父、伯父、叔母、伯母の忌引きによる欠席…2日間 

• その他 

別途定める感染症に罹患した時は公欠扱いになるが、医師の診断を受け治癒するまでの間、登校停止とする。 

※新型コロナウィルス感染症やインフルエンザ、重症急性呼吸症候群（SARS）など、学校保健安全法が定める学校 

感染症に準拠するものとする。 
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カウンセリングのご案内 

悩み事のある学生の皆さんへ。 

臨床心理士の資格をお持ちの女性カウンセラーの方が皆さんの悩み事の相談に乗って下さいます。 
悩み事、不安な事、心配な事、友達や親や教職員には相談しにくい事、勉強、生活、家庭、恋愛、何でも相談できます。 
相談内容の秘密は守られますので、どうぞ安心して申し込んでください。（無料・完全予約制） 

日時：隔週木曜日１３：００（先生のご都合で変更になる場合があります）１回５０分。 
何回でも申込できます。実施日はあらかじめ皆さんに連絡しますので、メールか窓口で申し込んで下さい。 

相談内容を告げる必要はありません。※備考６ 

 

備考

※備考１ 

• ミュージカル選抜上級…５月 7日(金)プレ授業２回目で履修希望者には選抜試験を行います。 

• フラダンス / タヒチアンダンス…プレ授業の１回目４月１９日(月)はフラダンス、２回目の５月１０日(月)は 

タヒチアンダンスです。 

※備考２ 

• 照明…５月８日(土)、５月１５日(土)、７月３日(土)、及び８月２３日(月)～２８日(土)のうちの数回。 

• 音響…８月１７日(火)、８月１８日(水)、８月１９日(木)、各日２限目と３限目。その他に学園祭やミュージカル

プロジェクトで別途定める期間。 

※備考３ 

• ミュージカルヴォーカル選抜上級…５月１０日(月)プレ授業２回目で前半の履修者選抜試験を行います。 

                      ７月１９日(月)授業１０回目で後半の履修者選抜試験を行います。 

※備考４ 

• タップダンス（初級 or 上級）…５月１０日(月)プレ授業２回目でクラス別け試験を行います。 

• シアターダンス（初級 or 中級 or 上級）…５月１１日(火)プレ授業２回目でクラス別け試験を行います。 

• ソルフェージュ（初級 or 上級）…5月 6日(木)プレ授業２回目で希望クラス記入用紙を提出して頂きます。 

• バレエ（初級 or 上級）…５月 7日(金)プレ授業２回目でクラス別け試験を行います。 

※備考５ 

• コース変更の申請期間は２０２２年２月１０日(木)～３月１０日(木)です。 

※備考６ 

• カウンセリングの２０２１年 1回目は４月１５日(木)１３：００～１５：００です。 

その後のスケジュールは追ってお知らせします。 
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