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「衣・食・住」が、今日を生きるために必要なのに対し、映画、ドラマ、舞台、CM、バラエティ、音楽...などのエンターテインメントは、
 明日を生きるための勇気、未来を生きていくための希望…そんな大きなチカラを与えてくれるとWECは考えます。

WECは、こうした本当に素晴らしいエンターテインメントを創出できる人材を育成するために
エンターテイメントスクールにおいて「No.1」の教育環境を目指しています。



エンターテインメントを志すうえで、最も基
本的で重要な部分、それが技術力です。技術
がなければ、仕事をこなせません。歌唱力の
ない歌手や、演技力のない俳優、面白くない
コメディアンが生き残れるほど、エンターテ
インメント業界は甘くありません。芸能界
で長く活躍している人達を見れば、それは明
らかです。しっかりとした技術を身につけ
ること。チャンスを大切にするWECですが、
もちろん、最重要パーツである「スキル」の習
得を育成の第一に掲げています。

どんなにスキルがあっても、どんなにセルフ
プロデュース能力があっても、周囲とのコ
ミュニケーションがとれないようでは、活躍
は難しくなります。エンターテインメント
の現場では、あらゆる職種のスタッフによる
コラボレーションが、一つの感動を生み出し
ます。アーティストだけがその外にいてよ
いということはありません。すべてのス
タッフが気持ちよく仕事を進められるよう
に配慮し、一方で自身のアピールを忘れない
ことが、次の仕事へとつながるのです。

自分はこれになりたい!という希望は、この業
界を目指すのであれば誰でも思うことです。
しかし、注意しなくてはならないのは、それが
周囲の自身に対する潜在的な期待と合致して
いるかどうか。タレントとしての自分、歌手
としての自分、あなたには無限の選択肢があ
りますが、その中のどこか一点に、周囲が期待
する「あなた」がいて、そこに進んだとき、はじ
めて活躍ができるのです。セルフプロデュー
ス能力とは、その一点を模索し、そこへと歩ん
でいくことのできるチカラなのです。

SSCがすべてそろっているのに、プロになる夢を実現できていないアマチュアがいたとすれば、その人に足りないものはいったいなんでしょうか。WECは、そ
れが「チャンス」であると考えています。英語を身につけても使う機会がなければ、それは単なる教養で終わってしまいます。ただ学校で学ぶだけなら、WECは
必要ありません。WECでは、SSCの習得を目指すのと同時に、これでもか!とチャンスを提供することで、目標の実現の可能性を最大限に高めていきます。



2021
2021

株式会社浅井企画 / 有限会社 ABP  i n c . / 株式会社オウサム / 株式会社太田プロダクション / 株式会社オスカープロモーション / 株式会社ケイダッシュステージ /
株式会社研音 / 株式会社サトルジャパン・プロモーション / 株式会社シグマ・セブンフェイス / 株式会社ジャパン・ミュージックエンターテインメント / スペー
スクラフト・エージェンシー株式会社 / 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント / 株式会社テレビ朝日ミュージック / 日本コロムビア株式会社 / ( 株 )
HYBE  LABELS  JAPAN/ 株式会社ピーチ / ビクターミュージックアーツ株式会社 / 株式会社ピンナップスアーティスト / 株式会社ブルーベアハウス / 株式会社
フレイヴ エンターテインメント / 株式会社フロム・ファーストプロダクション / 株式会社ワーナーミュージック・ジャパン　※並び順は５０音順です。

より多くのWEC生を業界に送り出したい。WECの理念は、ただワタナベエンターテインメントだけに人材を送り込むことではありません。個人の可能

性を最大限に理解してくれる芸能プロダクション、モデルエージェンシー、音楽事務所に所属できるよう、デビューオーディションでは業界最大級とな

る、のべ900社ほどの事務所を招致します。だからこそ、所属の可能性も飛躍的に高まります。毎年のように見られる高いデビュー実績がそれを裏付

けています。

出席率とは、レッスンにどれだけマジメに参加したかということを表す数値。この数値をWECはとても重要視します。ビジュアルやセンスなど、必ずしも努力を要

しない部分よりも、どれだけ熱心になれたか、という部分を大切にしたいと考えています。デビューオーディションの参加最重要条件である「出席率95%」は、それ

を物語っています。

多くの大規模オーディションにおいて、数字の上で最も難関なのが書類審査を勝ち取ることです。時には数万人を超えるエントリーの中から、たった数百人を選ぶ

というこのプロセスは、逆に、数万人があっという間に落選してしまうということです。デビューオーディションでは、そうしたリスクを排除し、参加資格を有する

WEC生は必ず各事務所スタッフの前でプレゼンテーションを行うことができます。これにより書類ではアピールすることができなかった個性や雰囲気などもア

ピールすることが可能です。

芸能事務所など
のべ９００社の事務所が来場



～ワタナベエンターテインメント所属アーティストからプロのマインドを学ぶ～

2020年よりスタートしたプロジェクト「LABO」。
これまで役者、ミュージカル俳優、お笑い芸人など…様々なジャンルで活躍をするアーティスト自身が夢を追う学生に向けて

「個性とは何か？」「表現とは何か？」をリアルな経験談をもとに講義をおこないました。

主任講師：林 拓磨 (通称：はやたく) 担当講座：Tik Tok

私たち契約しました！

愛加あゆ

「選ばれるということ」
(2021/2/18実施)

「はやたく」の愛称で親しまれ、言語の壁を超えるオーバーリアクションと斬新な企画を
武器にTikTok総フォロワー数790万人（2022年8月現在）を誇る。2018年にボーイズグ
ループ「Hi☆Five」としてデビューの後、2022年8月からはインフルエンサーとしてソロ
活動を行う。レギュラー番組としてCBC「花咲かタイムズ」に出演。近年では映画「自由を
我が手に」（2021）出演や、1st Photo Book「誰も知らないボク。」（2022）の出版など、
いま注目のインフルエンサーの1人。

通信会社に勤務する会社員であ
りながら、ファッション、 美容や
メイク、トレーニングなど女子向
けのジャンルを主に投稿する
SNSインフルエンサーとして活
動する。他にも モデル、ヨガイン
ストラクターの資格も持つ。
Instagram のフォロワー数は
20万人を誇る。
※2022.9月時点

YouTubeを中心に活動する放
送作家。 『丸山礼チャンネル』
『ジャンポケ斉藤、 ジャングル
ポケット産駒を買う』をはじめ
とし、個人から企業まで多数
YouTube 運営やプロデュー
スを行う。

コンテンツのプロデュース
やテレビ番組の放送作家と
して活動。『四千頭身公式
チャンネル』『丸山礼チャン
ネル』『土佐兄弟の青春チャ
ンネル』を担当。

2021年4月1日にワタナベエンターテインメントのデジタル部
門として、在校中からインフルエンサー契約をすることができ
る、“ワタナベデジタルエージェンシー”という新会社が設立され
ました。これにより、SNS活動の中である一定のフォロワー数を
獲得すると、専門的なバックアップを受けながらインフルエン
サーとしての仕事にチャレンジすることが可能となりました。 鈴木 実咲さん 高野 涼さん

夢を仕事にするためのヒントがココにある！？
今のエンターテインメント業界では、SNSからの流行、そしてデビューという従来とは異なる大きな変化が起きています。

それを受け、在学中からワタナベエンターテイメントカレッジのバックアップのもとで、

SNSでの活動を行い、活躍の幅を広げることが可能な『SNSプログラム』を新たにスタートしました。



全日2年プロフェッショナル専攻
アクターズPROコース

小長谷 桃矢

全日2年エクストラ専攻
ヴォーカルアーティストEXコース

安彦 菜々美

2021



WECには、様々なレッスンを通してエンターテインメントの本質を
基礎から学ぶ「２年制」と、限られた時間の中でポテンシャルを
効率的に高めることのできる「１年制」があります。
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※雇用形態が正社員および契約社員の方は、ご入学が出来ません。

※雇用形態が正社員および契約社員の方は、ご入学が出来ません。

※雇用形態が正社員および契約社員の方は、ご入学が出来ません。

※雇用形態が正社員および契約社員の方は、ご入学が出来ません。
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自己解放
自分の中の様々な部分を発掘し、受け入れ、ありのままの自分を認めていくレッ
スン。その自分の味を芸術表現、社会でのコミュニケーションに生かしていきま
す。また、豊かな人間の土台となる想像力、共感力、感受性をレッスンを通して
養っていきます。

演技表現基礎
言葉と身体を使って伝える力を身につけるレッスン。喜怒哀楽のリアルな感情
が生まれる瞬間を体現し「引き金」を見つけていきます。場所と状況を想像し、相
手との関係を理解して行動することで役を「私」として体験していきます。

舞台演技基礎
現場での舞台作り、本番を想定して"受け身"の姿勢を避けるべく、自身で役を掘り
下げられる自己演出力を身につけるレッスン。台本読解力を強化していきます。
さらに共に演技をする相手の呼吸や立ち位置の取り方など、客観的な技法も身に
つけていきます。

映像演技基礎
カメラを意識しないで意識するということを学びます。映像演技で最も重要な
要素のひとつ、媒体とアングル（画角）。「何を撮っているのか」を理解し、フレーム
の中で見せられるようにしていきます。求められる役を把握し、自身のキャラク
ターを作り上げられるようになります。

発声/歌唱
身体（声帯／軟口蓋／横隔膜／共鳴腔（咽頭腔・口腔・鼻腔）など）の構造を学び、自
分自身の身体を楽器としてコントロールできるよう呼吸、発声について学ぶレッ
スン。音域によるムラをなくし、どの音域や母音でも正しく発声できる身体づく
りをします。

JAZZDANCE
「体幹」と「リズム感」を習得していきます。「体幹」を鍛えることにより、ブレない
軸を作り、キレとしなやかさ、姿勢の維持を身につけます。リズムトレーニング
により、正しくビートを取り、表現のための「リズム感」を身につけていきます。

モデル特講
ビジュアル面や内面の充実をはかり、セルフプロデュースを出来るようにしてい
くレッスン。また、モデルだけではなく幅広く活躍出来ることを目指します。
ムービーでのオーディションにも対応できるように、第一印象力アップを目指し
ていきます。

ボディメイク
自分の体形、顔の特徴や仕組みを学び、客観的に観られるようにしながら、体形を
整えていきます。基本姿勢やウォーキングに必要な動作などを学び、ショー形式
で表現できるようにしていきます。モデルだけではなく表現力豊かに幅広く活
躍出来るように指導します。

アフレコ
映像上のキャラクターを活き活きと演じるようにするレッスン。そこにある架
空のキャラクターが、まるで本当に存在するかのような演技を作り上げていきま
す。声優に必要とされる演技と、舞台・映像で必要とされる演技の違いを理解し、
基礎技術を習得します。

ヴォイストレーニング
自分の身体を楽器化させ、伝えるべき言葉と音楽を人前でパフォーマンス出来る
ようにしていくレッスン。正しい呼吸法、発声法(母音)、発音(滑舌)を身につけ、ソ
ルフェージュ能力を上げるとともに課題曲を通じて歌唱力向上に努めます。

音楽理論
音楽人として「楽譜を読むための基礎知識」「音程」「コード・ネーム」「メジャー・
スケール」「マイナー・スケール」について学習するレッスン。音楽理論に興味を
持ち、基礎知識を身につけます。

DTM
DTMでの制作の流れを理解し、作曲に必要な基本的DTMスキルをつけていく
レッスン。各自の楽曲チェックも行い、さらに自分に合った楽曲を作曲するた
め、メロディやコード、リズム、アンサンブルの構築を既存曲を分析しながら習得
していきます。

ヴォーカルテクニック
歌唱の基礎力、音楽（リズム、メロディー、ハーモニー）の理解度を向上させるレッ
スン。呼吸、喉の開き、共鳴など、自分という楽器を上手く操るためのトレーニン
グを段階的に積んでいき、様々な曲を歌唱する中でこれらを身体に浸透させ、本
当の意味で歌う楽しさを実感させていきます。

ミュージック総合
知識・スキルを備えたセルフプロデュース力のある人材育成をするレッスン。歌
詞の"美意識"と作詞力の向上や、音楽ジャンルと共にファッションへの関心と意
識付けなどを行い、表現ができるようにしていきます。
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発声 / 歌唱

発声/ 歌唱

発声/ 歌唱

『夢を実現させるためのカレッジ生活』 萩本 祥陽 /20 歳 群馬県出身

僕は小さい頃からずっと芸能界への憧れを強く持っていました。その夢を諦める事が出来ず、芸能について学ぼうと考えたのがカレッジへの
入学のきっかけでした。最初はなにもかもが初めての経験で分からない事が多く凄く不安でしたが、カレッジには自分を支えて下さる教務の
皆さん、熱心に指導して下さる講師の皆さんがいるので、安心してカレッジ生活を送ることができています。僕は、2年制を専攻していますが、
コースによって自分の学びたい事、進みたい道を選べると思います。2年生に上がると選択授業があり、自分の学びたい事を中心に学べるの
で、自分の身につけたい技術を集中的に学ぶことができます。そして最後にはデビューオーディションも開催されるので、そこを目標に僕は毎
日頑張っています。カレッジでは芸能面の技術はもちろんですが、人としても成長させて貰える学校だと思っています。講師や教務の方々、
一緒に夢を追いかける友人など、出会いを通して沢山の学びがあると思います。僕はこの学校で夢を追いかけながら、刺激的で楽しいカレッ
ジ生活を送っています。

HR

声優アクターズコース

発声術・滑舌訓練、セリフ読みなど基礎レッスンが一定
の技術水準を満たしていることが求められ、それらを
同時に身につける上では相当の体力も必要となりま
す。“演技力”と“表現力”の2つの軸をもとに自身の個
性に向き合うことから作品適応能力を身につけます。



自己解放

自己解放

『〝ホンモノ〟の芝居と役者』 小鳩 真優 /20歳 大阪府出身

私は初め、映画やドラマへの出演を目指してカレッジに入学しました。しかしアクターズEXコースの授業として舞台演技基礎や舞台制作など
を2年間学ぶ上で、舞台で演じる楽しさや快感を知りました。そして実際に舞台などで活躍されている俳優さんや、たくさんの名作を残されて
いる脚本家の方々に講師としてご指導いただく上で、本物の役者とはどういう人間であるべきなのか、本物の芝居とは何をもってどう演じるこ
となのか、など講師の方々に出会っていなかったら知らなかったことをたくさん知れました。私たちが目指すのはどんな演じ方をしていても口
では俳優だと言えてしまう職業だと思うので、その中でいかに〝ホンモノ〟である事ができるのかを学ぶことが出来たと思います。そして私は
今現在、卒業してから舞台の世界に踏み込みました。知らなかった舞台の魅力や本当の芝居の仕方などを知れたのでこれから自信を持って
舞台に立つことが出来ると思います。

『自分の弱さと向き合えた』 林 この実/23歳 北海道出身

大学在学中に就職するか悩んでいる時、好きだったお芝居がしたいと思いカレッジへの入学を決めました。講師の方々は実際に現場に出てい
らっしゃる方なので、授業を通して演技のことだけではなく、実際の現場の話も教えていただきました。また生徒を学生ではなく、一人の役者
として見てくださり、私たちの演技に対してさまざまなアドバイスをしていただきました。私はカレッジでの生活を通して自分の弱さと向き合
うことができました。失敗することが怖くて中々前に出ることができずにいましたが、「ここ（カレッジ）は失敗していい場所なんだよ。失敗し
て成長して行くんだよ。」と声をかけてくださいました。そこからは「誰よりも前に、先に。」という意識を持って授業に取り組むことができまし
た。教務の方もたくさん生徒がいる中で、優しく時には厳しく、一人一人に寄り添ってくださいました。辛くて悩んでいた時は一緒に考えてくれ
たり、嬉しい時は一緒に喜んでくれたり、精神的な面でとても支えてくださいました。カレッジでの一年は私にとって貴重な財産です。

2022年10月 2023年4月

HR

2023年4月

自己解放

JAZZDANCE

JAZZDANCE

JAZZDANCE

映像演技基礎
発声 / 歌唱

演技表現基礎

演技表現基礎
映像演技基礎
映像演技基礎

発声/ 歌唱

発声/ 歌唱

HR



2023年4月

発声 / 歌唱

発声/ 歌唱

発声/ 歌唱

『夢を掴み取るまでの道』 小野崎 雛乃/23歳 茨城県出身

私はカレッジに入る前、声優の養成所に1年間通っていましたが、思うような結果が出なかった事もあり「1年間で本当に自分が事務所に所属
できるレベルに成長出来るのか。」という不安を抱えて入学しました。しかし講師の方々は現場に出ているプロの方ばかりなので、自分の現場
での経験を活かし、優しく時には厳しく指導してくださいました。その丁寧なご指導のもと、徐々に今の自分の課題が見つかり、その壁を乗り
越えた時、自分の自信へと繋がりました。また講師の方だけでなく、教務の方も自分の事のように私たち生徒ひとりひとりと向き合い、授業で
の不安やこれからの進路について一緒に悩み、考えてくださいました。そしていちばん大切な出会いは、同じ夢に向かって切磋琢磨する仲間た
ちです。この1年間一緒に笑ったり、泣いたり、様々な苦楽を共に乗り越えてきた仲間がいたからこそ途中で挫折する事なく、私はここまで成
長できたと思います。カレッジは講師の方、教務の方、同じ夢を持つ沢山の仲間に出会い「自分は1人じゃない。大丈夫。」と思わせてくれるも
う１つの家族のような存在です。

『芸能活動と学業の両立を実現』 春日 謙汰 /20歳 長野県出身

以前から芸能のお仕事に興味があり、充実した環境でお芝居を学ぶことが出来るカレッジへの入学を決意しました。 僕は都内の大学に通う 3 
年生です。日中は大学に通い、夜間でレッスンを受けています。入学当初は、学業とレッスンの両立は難しいのではないかと不安を感じてい
ました。ですが、１年速成セレクト専攻アクターズコースは大学生活を考慮したカリキュラムとなっており、学業との両立を実現出来る環境で
した。教務の方や講師の方々のサポートがあり、充実した日々を送れています。お芝居のスキルだけではなく、役者としての心構えや芸能活
動におけるマナーなど、基礎的な部分までもご指導をして頂き、自分自身が成長していることを実感します。カレッジに入学し、学業とレッス
ンを両立させながらの生活の中で、同じ目標を持った仲間と出会えたことも今の僕自身の中では、大きな支えとなっています。上手くいかず
悩んでいる時や、失敗してしまった時に、お互いを励まし合い、支え合える大切な仲間たちと出会えました。そんな仲間たちとこれからも切磋
琢磨し、目標に向かって 1 歩ずつ歩んでいきたいと思います。

2022年10月 2023年4月

自己解放 / 演技表現
舞台演技基礎
発声 / 歌唱

自己解放 / 演技表現

自己解放 / 演技表現

舞台演技基礎

舞台演技基礎

発声/ 歌唱

発声/ 歌唱

HR

HR

※この時間割は、1週間9コマに設定した場合の参考例です。カリキュラム内容・コマ数・授業開始時間は変更の可能性があります。 
※一部レッスンにおきまして、配信レッスン/オンラインレッスンになる可能性があります。
 ※セレクトコースは学校教育法の定める大学または短大に通う、あるいは通う予定のある方を対象として想定しています。芸能系の専門学校、その他へ通学されている方はセレクトコースへは出願できません。 
※セレクトコースは、大学との完全な両立を保証するものではありません。また、セレクトコースにおけるレッスンにより大学の単位などを取得できないような状況が発生した場合でも当校はその責を負いません。
 ※現在高校3年生で大学または短大の進学を希望される方がセレクトコースへ出願する場合、大学や短大の合否結果確認後にWECへの進学を判断したいという場合には、事務手数料のほかに所定の併願手続金
　が必要です(詳細は入学案内ガイドをご参照ください)。 
※セレクトコースの時間以外や土日にイベントが実施されることもあります。 
※就職活動との両立はできません。



2022年10月 2023年4月

発声 / 歌唱

演技表現基礎

発声/ 歌唱

発声/ 歌唱

『世界で通用するモデルを目指して』 早坂 海斗 /22歳 千葉県出身

僕はモデルのオーディションに参加をした事がキッカケで、この業界を本気で目指したいと思いました。今まではスポーツばかりをしていたの
でモデルというお仕事とは無縁だと思っていましたが、人前に立つ事も好きで昔からファッションにも興味があったので、「やるからには突き
詰めたい！」と思いカレッジへの入学を決めました。初めは演技やウォーキングなどモデルに必要な技術や知識はありませんでしたが、現場に
出ていらっしゃる講師の方々のご指導により、今では自信を持って演技やウォーキングをすることが出来るようになりました。講師の方々だけ
でなく教務の皆さんも、一人一人と真剣に向き合ってくれ、たくさん相談にも乗っていただきました。カレッジに入った当初は「モデルをやりた
い」と思っていましたが、今では、演技をする楽しさを知り、役者としても活躍していきたいと思っています。

HR



自己解放 / 演技表現

発声/ 歌唱

HR

2023年4月

発声 / 歌唱

発声/ 歌唱

発声/ 歌唱

『技術だけでなく人間性も成長できた』 下地 里佳 /24歳 沖縄県出身

私は、入学するまで全く芸能関係のお仕事や習い事をした事がなかったのですが、モデル特講のレッスンでウォーキングや撮影の練習等に励
んでいく中、モデルの表現方法の一つとしてお芝居や発声のレッスンも実際に現場で活躍している講師の方々から受けることで全て必要なこ
とだと視野が広がりました。学生生活を送る中で、時には厳しいことを言われたり、心の弱さから挫折しそうになったりすることもありました
が、逃げ出さず前に進めたのは１日でも1ヶ月でも少しずつ変わろうとした自分との戦いと、自分達の為に一生懸命支えてくださっていた教務
の方のお陰だと感謝しています。あっという間に過ぎてしまう1年でしたが、何事も基礎から教えていただけ、レッスン中も終わった後でも質
問を優しく聞いてくれ、親身に寄り添って頂ける講師の方や教務の方々、また膨大な知識量でエンターテインメントについて親身にアドバイス
を下さる学長のお陰で、人間性の部分でも学生生活での学びの部分でも大きく成長できたと感じています。

『自分を変えるキッカケになった』 森 菜津子 /22歳 埼玉県出身

大学と両立させながら夢を叶えるために努力出来る最適な環境だと思ったので、オーディションをキッカケにカレッジへ入学しました。もちろ
ん両立する事に対する不安はありましたが、それ以上にカレッジのレッスンを受講できるという喜びの方が大きかったです。入学後は審査会
での結果が思う様に伸びないなど、上達するスピードを周りと比べ悩んでしまう事もありましたが、まず自分と向き合い客観的に物事を捉え、
仲間や講師の方々から受けた助言を素直に参考にすることで解決してきました。また、1年間学んでいく中で、自分を表現する事がこんなにも
楽しいんだと知る事が出来ました。今後は自分自身が表現する事を愛する事で、周りからも愛されるような人になっていきたいと思っていま
す。

2023年4月

発声 / 歌唱

自己解放 / 演技表現

自己解放 / 演技表現 発声/ 歌唱

HR

※この時間割は、1週間9コマに設定した場合の参考例です。カリキュラム内容・コマ数・授業開始時間は変更の可能性があります。 
※一部レッスンにおきまして、配信レッスン/オンラインレッスンになる可能性があります。
 ※セレクトコースは学校教育法の定める大学または短大に通う、あるいは通う予定のある方を対象として想定しています。芸能系の専門学校、その他へ通学されている方はセレクトコースへは出願できません。 
※セレクトコースは、大学との完全な両立を保証するものではありません。また、セレクトコースにおけるレッスンにより大学の単位などを取得できないような状況が発生した場合でも当校はその責を負いません。
 ※現在高校3年生で大学または短大の進学を希望される方がセレクトコースへ出願する場合、大学や短大の合否結果確認後にWECへの進学を判断したいという場合には、事務手数料のほかに所定の併願手続金
　が必要です(詳細は入学案内ガイドをご参照ください)。 
※セレクトコースの時間以外や土日にイベントが実施されることもあります。 
※就職活動との両立はできません。



進
級
手
続
き 『スタートが切れれば、遅いという事はない』 川口 大地 /25歳 大阪府出身

僕はカレッジに入学をする前まで、小学校の先生をしていました。しかし子供と接していく中で、どうしても自分の夢を諦める事が出来ずカ
レッジへの入学を決めました。入学したての時は音楽に関する知識、技術などは初心者で、最初は不安な気持ちが大きく初めての授業で思う
ようにうまくいかず落ち込む時期もありました。授業を重ねていくにつれ、自分自身の成長が目に見えて分かってきた時は嬉しかったです。ま
た、技術だけでなくアーティストとしての生活に変えることでスタイルも良くなり見栄えも良くなりました。20代で始める事に対して不安に感
じる方もいるかも知れませんが、20代のうちはまだやれることがたくさんあるので、諦めずにまずはスタートしてもらいたいと思います。

2023年4月

HR



2022年10月 2023年4月

自己解放

ヴォーカルテクニック

ヴォーカルテクニック

ダンス

音楽理論HR

HR

※この時間割は、1週間9コマに設定した場合の参考例です。カリキュラム内容・コマ数・授業開始時間は変更の可能性があります。 
※一部レッスンにおきまして、配信レッスン/オンラインレッスンになる可能性があります。
 ※セレクトコースは学校教育法の定める大学または短大に通う、あるいは通う予定のある方を対象として想定しています。芸能系の専門学校、その他へ通学されている方はセレクトコースへは出願できません。 
※セレクトコースは、大学との完全な両立を保証するものではありません。また、セレクトコースにおけるレッスンにより大学の単位などを取得できないような状況が発生した場合でも当校はその責を負いません。
 ※現在高校3年生で大学または短大の進学を希望される方がセレクトコースへ出願する場合、大学や短大の合否結果確認後にWECへの進学を判断したいという場合には、事務手数料のほかに所定の併願手続金
　が必要です(詳細は入学案内ガイドをご参照ください)。 
※セレクトコースの時間以外や土日にイベントが実施されることもあります。 
※就職活動との両立はできません。

音楽理論
ヴォーカルテクニック

ダンス

自己解放

ダンス

音楽理論

『ライフステージ ＝ ライブステージ』 森末 響 /20歳 岡山県出身

第一線で活躍をされている講師の方々に学べる事や未経験でも作詞作曲が出来るようになる事を聞き、岡山から上京しカレッジへ入学をしま
した。講師の方から「アーティストとは歌を歌うだけではなく、ステージ上で見せるパフォーマンスには必ず普段の生活や行動が影響される」
という事を教えていただき、日常生活からアーティストとしての自分を意識するようになりました。これは、これから芸能活動をしていく上で
何をするにもどんな時にも欠かせない事だと思っています。手を抜かない姿勢を好きになってもらいたいので、好きなことを全力で、これから
も頑張ります。

2022年10月 2023年4月

自己解放

自己解放

自己解放

『悩んだ分だけ成長できた』 原 海夕咲 /21歳 東京都出身

私は大学生をしながらカレッジに通っていたのですが、たった１年の夜間だけでも大きく成長することができたと自負しています。入学前から
ダンスで舞台に立った経験はありましたが、歌はレッスンの経験も人前で歌ったこともなく、実際入ってみて周りのレベルの高さに圧倒され、
そのコンプレックスに非常に悩まされました。しかし、大切なのは一つのパフォーマンスを因数分解してそれらのレベルをいちいち考えること
ではなく、パフォーマンスを見た人がただ良いと思うものを作ることでした。今は自分らしくあることに正しさを感じており、自分のいいと思
うものに自信がつきました。それに気づけたのは講師の方や教務、そしてクラスメイトのおかげです。沢山の素敵な人達と出会えたことがカ
レッジに入った一番の収穫だと思っています。これから将来どうなるかわかりませんが、周りの人と自分を大切にしていけば豊かな人生にな
るのではないかと思っています。それだけ忘れずに今後も作品を出し続けていこうと思います。

ヴォイストレーニングによる歌唱力を
土台に、ライブ形式での歌唱表現力の向
上さらには作詞家・作曲家も目指せるレ
ベルを見据えたレッスンプログラム。
ただ歌が上手いというわけではなく個
性があるアーティストの育成を目的と
した14コマ8種のコースです。



劇団21世紀FOXを経て、ケンユウオフィスに所属。『ONE PIECE』 『ドラえもん』『デジモンシリーズ』『おおきく振りかぶって』『マ
ギ』『名探偵コナン』『銀魂』『ポケットモンスター』『クレヨンしんちゃん』など、日本を代表するアニメキャラクターの声優を担
当する。その活躍はアニメだけに留まらず、Apex Legendsのマッドマギー役をはじめゲームキャラクター声優、海外のドラマや
映画の吹替、舞台出演と活動の幅を広げている。現在は、現役で活動を続けながら、声優の知識やスキルを講師として指導している。

オンシアター自由劇場、ランプティー・パンプティー (現：ランプティ・パンプティ )を経て、現在ホットロードに所属。主にドラマ、
映画、舞台で活躍。大河ドラマ「新選組！」「花燃ゆ」TBS「天皇の料理番」テレビ朝日「八丁堀の七人」CX「カインとアベル」映画「火
花」「ビジランテ」 舞台「AKB49」など 300本以上に出演。昨年はひのもとというコンビ名で「笑 ×演」にてコントを披露。「徹
子の部屋」 「ダウンタウンDX」「秘密のケンミンSHOW」などにも出演している。

東京藝術大学音楽学部卒。声楽家として「長野オリンピック」開会式や多数のオペラやコンサートに出演。その後メジャーレーベルよりユニットのVo.としてデビュー。
「天才てれびくんMAX」「おかあさんといっしょ」、映画「人狼ゲーム」他多数のテレビ・映画・CM・ミュージカルの音楽プロデュース。プロデュース&ディレクショ
ンアーティストはEXILEをはじめAAA・白石麻衣・Dream5・荒牧陽子・茅原実里・相葉裕樹・崎山つばさ…昨年日本レコード大賞を受賞したDa-iCEなど多数。E
テレ「天才てれびくんMAX」、テレ朝「ラストアイドル」、テレ東「ガチだん」、毎日放送「マンモスター＋」などオーディション番組の審査員として出演。近年では
福島復興10年の音楽プロデュース。コロナ第一波時にYouTubeへ作品をアップ…「夢のチカラ」（元てれび戦士・西山茉希・ハリセンボンが出演）が急上昇ランキ
ング入りとTwitterにてトレンド入り（最高8位）。「WORLD WIDE」「Legend Tokyo」等ダンスコンテストの審査も務める。（株）コンテッツァ代表取締役社長



・MBS「情熱大陸」、CX「ワイドナショー」など出演
・ドラゴンクエスト ライブスペクタクルツアー
・ニューイヤー・ミュージカル・コンサート2022
・ミュージカルシェイクス2022
・新作歌舞伎ファイナルファンタジー X (2023 年春上演予定）
・有名アーティストのライブ演出
 (LittleGleeMonster、B'z、DA PUMP、倉木麻衣など)
・MBS「金閣寺音舞台」「東大寺音舞台」「仁和寺音舞台」 等

【主な受賞歴】
2021年 USJ 「クリスタルの約束」
IAAPA Brass Ring Awards ライブエンターテインメント部門 Most Creative Christmas Show

2019年 USJ「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード~ザ・ベストオブ・ハリウッド~」
THEA Award ライブショースペクタキュラー部門受賞

2014年 USJ「天使がくれた季節II」
THEA Award ライブショー部門 アウトスタンディング・アチーブメント賞

2009年 USJ 「天使がくれた季節」
IAAPA Big E Awards 総合プロダクション部門 最優秀賞

関西から新しいエンターテインメントを！



渡辺大阪芸術学院に通い、1 番成長したことは自分に自信
を持つことができたことです。初めは何事も上手く見せよ
うとか失敗することを恥ずかしいとか思っていましたが、
失敗して上手くいかなくても講師の方々が的確なアドバイ
スをしてくれて失敗しても次に向けて頑張ろうという気持
ちが生まれ、成長していく自分が感じられて素晴らしい 1
年間を過ごすことができました。また、クラスの皆とレッ
スンを受け、仲間だけれどライバルという関係でお互いを
向上できる環境にあり、自分自身が強くなったと感じます！
これからもレッスンで教わった基礎の練習を続け、ステッ
プアップしていきます！

同じ夢を持つ仲間とたくさんのことを学ぶことの出来た 1 年間は本当
に楽しく、幸せでいっぱいでした。未経験なことが多く、初めは不安
でいっぱいでしたが、クラスのみんなと切磋琢磨し、必死で取り組ん
でいるうちにそんな不安はどこかへ飛んで行きました！私は自分に自
信がなく自分を出すことが苦手で、試験やオーディションなど自分と
向き合う度に悩んでいました。けれど講師の方々、教務の方々、そし
て仲間が親身になって支えてくださるので、怖がらずに向き合い続け
ることができました。今は入学した時より 100 倍自分を好きになれて
います！そしてエンターテインメントも、もっともっと大好きになり
ました。ここで得たたくさんの経験を活かし、ビッグになります！！！

スクールプロデューサーやWEG役員などによる特
別ガイダンスや、カリキュラムにはない特別レッス
ン実施いたします。

アクターズ 夜間コース
松葉 響 /20歳 兵庫県出身

アクターズ 夜間コース
藤本 千裕 /21歳 大阪府出身

芸能界で活躍することを目的とした
実践的な講師とカリキュラムで
１年を通して短期間で集中的に
エンターテインメントを学べるプログラムです。



身体や声帯の構造を知り、どのように声が出て
いるかを身体の動きも含めて学びます。役者
がセリフとして熱を込める前の、ナチュラルな
声のベース作りや音域を広げることを音階や
音楽を使って磨いていきます。自分の声を客
観的に理解し、磨き、コントロールできること
を目指します。

●夜間コースは学校教育法の定める大学または短大に通う、あるいは通う予定のある方を対象として想定しています。芸能系の専門学校、その他へ通学されている方は夜間コー
スへは出願できません。●夜間コースは、大学との完全な両立を保証するものではありません。また、夜間コースにおけるレッスンにより大学の単位などを取得できないような状
況が発生した場合でも当校はその責を負いません。●現在高校3年生で大学または短大の進学を希望される方が夜間コースへ出願する場合、大学や短大の合否結果確認後に渡辺大
阪芸術学院への進学を判断したいという場合には、事務手数料のほかに所定の併願手続金が必要です(詳細は入学案内ガイドをご参照ください)。●大学の授業・テスト・教育実習・
ライブ・イベントなどを理由とする遅刻/欠席は原則として認めません。●夜間コースの時間以外や土日にイベントが実施されることもあります。●WEプレへの参加はすべての審
査会への出席と、所定の授業出席率を満たすことが条件となります。●就職活動との両立はできません。

※雇用形態が正社員および契約社員の方は、ご入学が出来ません。

※雇用形態が正社員および契約社員の方は、ご入学が出来ません。

※雇用形態が正社員および契約社員の方は、ご入学が出来ません。



『もう1人の自分との出会い』 石井 一真 /21歳 大阪府

この1年間経験した事の無い生活を送り、今までとは違う自分に出会いました。人前に立ち演技をする事で自信を持って発言が出来たり、ダン
スや歌をペアと合わせる事で協調性や相手の気持ちを考えることが出来ました。プロの世界で活躍する講師の方々からの授業を通して一つ
一つのコメントや動作どれもが参考になり勉強になりました。全てを吸収するつもりでこの1年間を過ごしました。今後は現場での経験を積
み一俳優として自分を知ってもらえるために活動していきます。

『大きく成長できた1年間でした』 林 真子/20歳 和歌山県出身

この1年間は非常に恵まれた環境で演技やダンス、歌唱の基礎を学ぶことができました。レッスンでわからないところがあったり、自主的に公演を行
なったりする際には、講師や教務の方々がすぐ近くで私たちを心強くサポートしてくださりました。また、目標達成のために自分で考える力、幅広い年
齢層の人 と々の付き合い方、周りを見る力など、学んだことを挙げると字数に収まりません。卒業した今こそ、大学やアルバイト先において自分の内面の
成長を実感することが多くあります。渡辺大阪芸術学院で学んだことはこれから生きていく上でも大切な基盤になると思います。

『さらに音楽が好きになりました』 谷安 こころ/19歳 京都府出身

私は高校を卒業してすぐに渡辺大阪芸術学院に入学しました。同じ歌に対する夢を持っているけれど、年齢も考え方も好みもなにもかもが自分とは違
う人達に囲まれていたので、すごく刺激を受けました。夜の授業以外の時間は空き教室で自主練したり、映画や音楽を聴いてインプットしたり、と自由
に過ごせたし、講師の方には気軽に質問できる空間だったので弱点にも気づきやすかったです。技術はもちろん、内面も成長できるような1年間だった
と思います。

9限目(18:30～19:30)





当校舎は、もしもの震災時に備えた緊急時対策マニュアルを策
定しており WECでは常時900人分、WOACでは常時360人分
の備蓄 食品の確保をしております。また当校のエレベーター
は、震度3以上で自動ストップするシステムです。万が一昇降
中に停止した場合、近くの階まで自動的に移動し、開くシステ
ムになっております。

AED（自動体外除細動器）を各館に設置しており、スタッフは定
期的に講習会を実施しております。万が一に備えての、危機管
理のひとつです。





斎藤瑠希

ぱーてぃーちゃん こたけ正義感

ラパルフェ

山下七子野咲美優

林拓磨 大友海

はワタナベエデュケーショングループの卒業生 / 在校生です。(2022年9月1日現在 ) ※全員ではございません。
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