
[ アナウンサー志望コース］

　基礎科　2022年 １月期

将来アナウンサーを目指す人向けの養成講座。
発音・発声などの基礎を学びます

講師：森 雅一郎

曜日時間：土曜日１３時30分～１５時

回
数 講義日 講義内容

1 1月15日 ナレーション録音　自己紹介　

2 1月22日 発声と発音　母音と子音

3 1月29日 自分の声を知る　鼻濁音

4 2月5日 アクセントの基本

5 2月12日 アクセント・イントネーション

6 2月19日 母音の無声化

7 2月26日 発音練習①

8 3月5日 発音練習②

9 3月12日 発音練習③

10 3月19日 基礎編総括①

予備日 3月26日

カリキュラムは変更になる場合があります

ｔｂｃアナウンス学院



〔話し方コース〕

宮田講師 2月1日～22日　毎週火曜日18時30分～２０時

浅野講師 2月2６日～3月19日　毎週土曜日10時30分～12時

渡部講師 3月26日　土曜日１３時３０分～１５時迄

回
数

講義日 講師 講義内容

1 2月1日 宮田
自己紹介撮影

声の出し方、正しい発音

2 2月8日 宮田
伝える

面接・プレゼンに向けて

3 2月15日 宮田
撮影

自分の声を知ろう

4 2月22日 宮田 個性発見、自分を磨こう

5 2月26日 浅野
コミュニケーション実践

言葉遣い

6 3月5日 浅野 ロールプレイング

7 3月12日 浅野
面接、営業トーク等の
プレゼンテーション

8 3月19日 浅野 実践　グループトーク

9 3月26日 渡部 単発講座

予備日 4月2日

コミュニケーション講座　２０２２年２月期

学生、社会人対象　明日への活動に向けて

自己表現・コミュニケーション力を身に付ける講座

講師（講義順）：　宮田敬子　浅野純子　渡部ギュウ

カリキュラムは変更になる場合があります ｔｂｃアナウンス学院



［２０２１年度アナウンサー志望コース］

月日 講師 講義内容

1 11月9日 宮田敬子 原稿ナレーション実践

2 11月16日 宮田敬子 原稿ナレーション撮影録音①

3 11月23日 宮田敬子 原稿ナレーション撮影録音②

4 11月30日 宮田敬子 レポート準備撮影　

5 12月7日 宮田敬子 レポート撮影　講評

6 12月14日 及川徳子 司会進行①準備・進行術・対応

7 12月21日 及川徳子 司会進行②進行術・対応

8 12月28日 及川徳子 司会進行③立ち回り・進行実践１撮影講評

9 1月4日 及川徳子 司会進行④立ち回り・進行実践2撮影講評　

10 1月11日 及川徳子 ＣＭ・ナレーション①録音

11 1月18日 及川徳子 ＣＭ・ナレーション②アナウンスメント・表現力

12 1月25日 及川徳子 ＣＭ・ナレーション③アナウンスメント・表現力

13 2月1日 及川徳子 ＣＭ・ナレーション④アナウンスメント・表現力

14 2月8日 及川徳子 ＣＭ・ナレーション⑤録音講評

予備日２月１５日

カリキュラム、日程は変更になる場合があります

実　践　科

フリーアナウンサーを目指す方の実践指導講座

講師（講義順）　宮田敬子　及川徳子

火曜日18：30～20：00　講義時間９０分

ｔｂｃアナウンス学院



6月開講

回
数

１６時～
１７時３０分

講師 講義内容

1 6月12日 鈴木 注意すべき発音①

2 6月19日 鈴木 注意すべき発音②・早口ことば

3 6月26日 鈴木 短文・そのほかの技術

4 7月3日 鈴木 話し言葉と書き言葉

5 7月10日 鈴木 インタビュー・レポート

6 7月17日 鈴木 ニュース①・天気予報

7 7月24日 鈴木 ニュース②・フリートーク

8 7月31日 鈴木 ニュース③・ディスクジョッキー

9 8月7日 鈴木 ニュース④・ＣＭ

10 8月14日 鈴木 カメラテスト①(撮影)

11 8月21日 鈴木 カメラテスト②（合評・講評）

12 8月28日 鈴木 応用編総仕上げ

13 9月4日 森 朗読・読み方を磨く（ナレーション録音）

14 9月11日 森 ナレーション録音　ナレーション講評　総括

予備日 9月18日 カリキュラムは変更になる場合があります

　応　用　科

将来アナウンサーを目指す人向けの養成講座。

講師：鈴木俊光　森雅一郎　　曜日：土曜日

読む、話すなどアナウンスの技術を学びます。

ＴＢＣアナウンス学院



試験対策・特別講座

回数 講義内容

1 6月14日 鈴木 エントリーシート

2 6月21日 鈴木 作文

3 6月28日 鈴木 作文・筆記試験

4 7月5日 鈴木 筆記試験・面接

予備日　７月１２日

5 9月上旬 ｔｂｃ現役アナ ｔｂｃニューススタジオ体験

6 9月中旬 ｔｂｃ現役アナ 特別講座

予備日　9月下旬

ＴＢＣアナウンス学院

平日

１８時３０分～２０時

カリキュラムは変更になる場合があります

試験対策・特別講座

講師：鈴木俊光　　ｔｂｃアナウンサー

来期の局アナ試験に向けての対策講座



①「文章力」

講義日 講師 講義内容

講義１ 森雅一郎 アナウンスメントに繋がる

講義２ 森雅一郎
文章作成力をつける

②「自分磨き・個性発見」

講義日は受付後に調整　時間９０分

講義日 講師 講義内容

講義1 宮田敬子 個性を磨く

講義2 宮田敬子
自己表現力を身につける

③「アクセント・イントネーションを直そう」

　随時受付

講義日 アドバイザー 講義内容

講座外時間 阪口和己
アクセント・イントネーションを直し、

原稿を読む力を向上

カリキュラムは変更になる場合があります

選択講座

講座が選択できます　　

①「文章力」②「自分磨き・個性発見」は有料、事前受付　　③は無料

講義日は受付後に調整　時間９０分

ｔｂｃアナウンス学院


	２０２２年基礎科1月15日開講
	バインダー2.pdf
	コミュニケーション講座２０２２年２月
	curi_2021_1016.pdf
	curi_2021_0831.pdf
	バインダー1.pdf
	実践科１１月開講.pdf



	curi_2021_1016.pdf
	curi_2021_0831.pdf
	バインダー1.pdf
	A9b4dkaq_xw29ut_flg.tmp
	curi_2021_4.pdf
	curi_2021
	curi_2021.pdf
	21年度応用科カリキュラム.pdf
	curi_2021.pdf
	21年度試験対策カリキュラム.pdf








	2021.選択講座


