
[ アナウンサー志望コース］

　２０２２年度　基礎科

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：粟津ちひろ

全９回９０分　土曜日１０時３０分～１２時

回
数

７月期 講義内容

1 7月2日 ナレーション録音　自己紹介　発声と発音　

2 7月9日 発声と発音　母音と子音

3 7月16日 自分の声を知る　鼻濁音

4 7月23日 アクセントの基本

5 7月30日 アクセント・イントネーション

6 8月6日 母音の無声化　発音練習①

7 8月13日 発音練習②

8 8月20日 発音練習③

9 8月27日 録音・基礎編総括

予備日 9月3日

カリキュラムは変更になる場合があります



 

自分の言葉でわかりやすく伝える力が求められる今、 

楽しみながら発声方法や伝え方を学んでみませんか？ 

クラス 講座日 時間 

小学 1 年～3 年 ７月１６日（土） 

７月２２日（金） 

７月２９日（金） 

午後１時３０分～２時３０分（６０分） 

午前１０時～１１時 

午前１０時～１１時 

小学 4 年～6 年 7 月２３日（土） 

7 月３０日（土） 

８月 ６日（土） 

午後１時３０分～３時（９０分） 

午後１時３０分～３時 

午後１時３０分～３時 

◇教室： tbcAz 株式会社内ミーティングルームまたは貸ルーム 

   （仙台市青葉区本町２丁目３－１０ 仙台本町ビル２階） 

◇講師：宮田敬子 

元東北放送アナウンス部・TBC アナウンス学院講師・こどもアナウンス発声協会講師・フリ

ーアナウンサーとしてテレビ、ラジオなどを担当するほか、子供たちにアナウンスメントの楽

しさを伝える講師としても活動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キッズアナウンス教室 

気分はみんなアナウンサー。 

みんなでテレビ番組を作ってみよう。 

夏休みの自由研究にもぴったり！ 

撮影、収録をおこないます。 

自分の気持ちを声に乗せて原稿を読んでみよう。 

高学年クラスは自分の楽しいことを原稿にまとめてみよう。 

ボールと声は同じ？！ボールを投げながら発声練習をしてみよう。 

「あいうえお」笑顔で上手に言えるかな？早口ことばにも挑戦！ 

（こどもアナウンス発声協会のテキストを使います） 

①発声編 

②伝え方編 

③実践編 

〔カリキュラム〕 



［話し方コース］

２０２２年度　コミュニケーション講座

講師：（講義順）宮田敬子　浅野純子　渡部ギュウ

　宮田講師　講義曜日　毎週火曜日１８時３０分～２０時迄

浅野講師 渡部講師　講義曜日　毎週土曜日午前１０時３０分～１２時迄

回数 講義日 曜日 講義（９０分） 講　師

1 4月19日 火 自己紹介（撮影）　自分の話し方を知る 宮田敬子

2 4月26日 火 相手に伝わる話し方①発声・発音編 宮田敬子

3 5月10日 火 相手に伝わる話し方②原稿づくり・読み方編 宮田敬子

4 5月17日 火 実践編　自己ＰＲ他（撮影） 宮田敬子

5 5月21日 土 コミュニケーション実践　言葉遣い 浅野純子

6 5月28日 土 ロールプレイング 浅野純子

7 6月4日 土 面接、営業トーク等のプレゼンテーション 浅野純子

8 6月11日 土 実践　グループトーク 浅野純子

9 6月18日 土 単発講座 渡部ギュウ

予備日 6月25日

カリキュラムは変更になる場合があります

学生、社会人対象　明日への活動に向けて

自己表現力・コミュニケーション力を磨く講座



選択講座

講座が選択できます　事前受付　①は有料　②は無料

受講対象　　基礎科　応用科　実践科　コミュニケーション講座受講の方

①「自分磨き・個性発見」

テーマ：個性を磨く　自己表現力を身につける

講義曜日時間　土曜日午前　

講師 講義日 講義内容

1 宮田敬子 9月10日

2 宮田敬子 9月17日

②「アクセント・イントネーションを直そう」

テーマ：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

講義日時　事前受付により随時実施

講師 講義日時 講義内容

阪口和己 随時対応 自分の声を録音・自分の耳で学ぶ

講義内容、日時、曜日は変更になる場合があります

自己分析から自己表現へ
個性発見へ導く



［アナウンサー志望コース］

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　土曜日１０時～１１時３０分（９０分）

　　　　　　 　　　　　　及川徳子　火曜日水曜日１８時３０分～２０時（９０分）

回数 講義日 曜日 講師

1 11月5日 土 宮田敬子

2 11月12日 土 宮田敬子

3 11月19日 土 宮田敬子

4 11月26日 土 宮田敬子

5 12月3日 土 宮田敬子

6 12月6日 火 及川徳子

7 12月13日 火 及川徳子

8 12月20日 火 及川徳子

9 12月27日 火 及川徳子

10 1月4日 水 及川徳子

11 1月11日 水 及川徳子

12 1月18日 水 及川徳子

13 1月25日 水 及川徳子

14 2月1日 水 及川徳子

予備日

講義内容は変更になる場合があります

レポート準備　撮影

実　践　科

講義内容

原稿ナレーション実践

原稿ナレーション撮影録音①

原稿ナレーション撮影録音②

ＣＭ・ナレーション②アナウンスメント・表現力

ＣＭ・ナレーション③アナウンスメント・表現力　

ＣＭ・ナレーション④アナウンスメント・表現力

ＣＭ・ナレーション⑤録音講評

レポート撮影　講評

司会進行①準備・進行術・対応

司会進行②進行術・対応

司会進行③立ち回り・進行実践1撮影講評

司会進行④立ち回り・進行実践2撮影講評

ＣＭ・ナレーション①録音



応用科・試験対策講座

講師：鈴木俊光　土曜日１３：３０～１５：００　平日１８：３０～２０：００

tbc見学・特別講座　講師：tbcアナウンサー（日時調整）

回
数

講座日 曜日 講師 講義 講義内容

1 4月9日 土 鈴木 応用① アナウンサー試験とは　注意すべき発音①

2 4月16日 土 鈴木

試験
対策① エントリーシート

3 4月20日 水 鈴木 応用② 注意すべき発音②・早口ことば

4 4月28日 木 鈴木

試験
対策② 作文＋エントリーシート　

5 4月30日 土 鈴木 応用③ 短文・そのほかの技術

6 5月2日 月 鈴木
試験

対策③ 作文・筆記試験

7 5月7日 土 鈴木 応用④ 話し言葉と書き言葉

8 5月11日 水 鈴木
試験

対策④ 筆記試験・面接（web面接)

9 5月14日 土 鈴木 応用⑤ インタビュー・レポート

10 5月21日 土 鈴木 応用⑥ ニュース①・天気予報

11 5月28日 土 鈴木 応用⑦ ニュース②・フリートーク

12 6月4日 土 鈴木 応用⑧ ニュース③・ディスクジョッキー

13 6月11日 土 鈴木 応用⑨ ニュース④・ＣＭ

14 6月15日 水 鈴木 応用⑩ カメラテスト①(撮影)

15 6月22日 水 鈴木 応用⑪ カメラテスト②（合評・講評）

16 7月2日 土 鈴木 応用⑫ 応用編総仕上げ

17 ８月 平日午後

tbc
アナ

試験
対策⑤ tbc見学ニュース読み体験　講話

18 8月
（予）

土
tbc
アナ

試験
対策⑥ 現役アナウンサーの特別講座

予備日 7月9日

講義内容、日時、曜日は変更になる場合があります
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