表現学部 表現文化学科

アート＆エンターテインメントワークコース

●

4年間の学びの流れ

FACULTY OF COMMUNICATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND CULTURE
ARTS & ENTERTAINMENT WORK COURSE

学びのキーワード
表現学
（総合芸術表現） エンターテインメント＋社会学

アート
（創造表現）
＋組織論

クリエイティブ＋ビジネス領域（著作権、マーケティング、広告、広報など）

新たな表現世界を担う、プロを輩出していく。
昨今、アートとエンターテインメントの世界は接近し、領域が不分明になりつつあります。
また、クリエイティブにおけるファインアート（純粋芸術）とポピュラーアート（大衆芸術）
のボーダーも意味をなさなくなりました。こうした時代の潮流の中で、多様な表現領域を
あえて統合して体系化していくのが、アート& エンターテインメントワークコースです。美
術、演劇、映画、ダンス、マンガ、アニメーションなど、さまざまなジャンルを横断して
学ぶことで、みなさんをこれからの日本文化を支える“ 表現のプロフェッショナル ” へと導
きます。

TOPICS

学びの最前線
VOICE

在学生に聞く

アート＆エンターテインメントワークコースの学び

実践的な企画力と表現技術、
多彩な教養が身につきます
このコースの魅力は、実際に企業へ提案することを想定し、

兵頭 遥 さん

「映像祭」はコース開設以来、コロナ禍の2020年以外毎年実施してきた

本コースでは、大学4年間の集大成として全員が卒業論文を執筆します。

イベントです。鴨台祭のアカデミック企画として第一線の映像プロデューサー

3、4年 生は、6月に卒 業 論 文の仕 上げに向けての中間 発 表 会を行い、

を招き、作品上映と講演会を開催。企画、運営、プロモーションなどす

方向性を検討します。本発表会には2年生も運営と見学を兼ねて参加し

べて学生が行います。過去には NHK 大河ドラマ「真田丸」、TBS「世界

ます。学生は先輩の発表を参考に、早い段階から何を自分の研究テーマ

ふしぎ発見！」、NHK「チコちゃんに叱られる！」等のプロデューサーの方々

にするべきか、課題を考えていくことができます。

表現文化学科 アート＆エンターテイン
メントワークコース 3年
愛媛県立今治西高等学校 出身

MON

2
3
4

こんなキミに学んでほしい

クリエイティブな思考を
社会に役立てる方法を学ぶ

表現文化学科

中島 和哉 准教授

課題の発見や戦略立案、ストーリーづくり、情報発信スキルは、実はあらゆる表現に関
する仕事で必要な要素。卒業生はテレビ番組やアニメの制作、ゲーム制作、広告制作と

の何よりの証。自らのアイデアをよりよい社会の形成に活かすための方法を、本コースで
学んでほしいと思います。

す学生などによるコラボレーションイベント。アイデアレベ

WED

THU

アート＆エンターテイン
メントワーク研究E-1
（音楽ビジネス）

アート＆エンターテイン
メントワーク研究D-1
（マーケティング基礎）

ワークショップⅠ
アート＆エンターテイン
メントワーク研究E-1 （エンターテイン
メントビジネス）
（ジャーナリズム）

アート＆エンターテイン
メントワーク研究B-1
（広告論）

FRI

SAT

ドファンディングを活用して運営費を確保するなど、多様
な要素を組み合わせてプロジェクトを進めていく実践的な
経験を積むことができました。また映像制作の課題では、

データサイエンスⅣ
（表現文化学科）

アート＆エンターテイン
メントワーク演習C-1
（マンガ）

5

演出方法や表現技法のほか、エンターテインメントの歴
史や表現文化を取り巻く法制度などを幅広く学び、技術
と教養の両方を身につけることができます。取り組むべき
課題は多いですが、やりがいは十分。成長の実感も大きく、
自信につながっています。

6

●さ
 まざまな表現活動に興味があり、関わりた

いと考えている人
●

エンターテインメントビジネスで自分の力を
発揮したい人

●

自らの個性や表現力を社会との関わりのな
かで活かしたい人

いった業界だけでなく、アパレル、ホテル、金融など幅広い業界で活躍しています。これは、
クリエイティブな思考と表現スキルの習得が社会の多様なフィールドで求められていること

TUE
アート＆エンターテイン
メントワーク研究C-1
（著作権概論）

1

画を考えていけることです。食育の普及促進がテーマのワー
クショップで私が企画したのは、歯科医師や調理師をめざ
ルから実現可能なレベルへと内容を固めるために、クラウ

時間割の一例（2年次）

に登壇していただきました。

アート＆エンターテインメントワークコースの魅力

関係者へのヒアリングをもとに学生一人ひとりが自由に企

●

芸
 術関係や芸能関係のスタッフとして、みん
なと協働でものづくりをしたい人

●

就職実績 （過去3年間）

※旧 エンターテインメントビジネスコースの実績
株式会社エイブル／株式会社大林組／株式会社オズマピーアール／株式会社ケイ・
ブックス／ＫＣＪ

ＧＲＯＵＰ株式会社／株式会社ＪＲ東日本ステーションサー

ビス／公益財団法人児童育成協会／株式会社ゼットン／有限会社ディレクターズ
東京／株式会社東京アカデミー／株式会社 DREAM ON ／パーソナルテンプスタッ
フ株式会社／株式会社早川ホールディングス／株式会社ビジュアルバンク／株式
会社ベルーナ／株式会社ワールド／株式会社ワコールホールディングス（五十音順）
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