
2021年春期受講生募集

プロの脚本家が直接指導
リモート授業



他多数 他多数

どんな人が受講している？
　シナリオ講座では、10代から70代まで幅広

い年齢層の方々が共に学ばれています。プロ

の作家を本気で目指す方はもちろん、「映画

やドラマが好き」「自分で物語を創ってみた

い」といった思いさえあれば、ご年齢にかかわ

らずどなたでもご受講いただけます。

有名な脚本家や
映画監督の話を
聴いてみたい。

自分で映画を創りたい
のでまずはシナリオを
書けるようになりたい。

名誉学長　故・新藤兼人名誉学長　故・新藤兼人学長　加藤正人学長　加藤正人

かとう・まさと（シナリオ作家）かとう・まさと（シナリオ作家）

 映画「凪待ち」「孤高のメス」「天地明察」 映画「凪待ち」「孤高のメス」「天地明察」

「クライマーズ・ハイ」／ドラマ「火花」「クライマーズ・ハイ」／ドラマ「火花」

しんどう・かねと（シナリオ作家・映画監督）しんどう・かねと（シナリオ作家・映画監督）

 映画「一枚のハガキ」「午後の遺言状」 映画「一枚のハガキ」「午後の遺言状」

「裸の島」「第五福竜丸」「愛妻物語」「裸の島」「第五福竜丸」「愛妻物語」

シナリオ講座とは

　現役の作家たちが直接教鞭をとるシステムを特色とし、生徒と作家間の

交流が盛んであるのも特徴です。　

　「シナリオ研究所」は、日本の脚本家を守り、育むことを目的としたシナリ

オ作家協会の基本理念に基づき、映画やテレビ、ラジオ等の業界と、才能

と野心を持ちながらもツテも繋がりもない夢ある若者たちを引き合わせる唯

一の門戸、かけ橋として、日本初の脚本家養成機関として設立されました。

　池端俊策、猪又憲吾、桂千穂、鎌田敏夫、ジェームス三木、中島丈博…

…閉鎖する15年の間に生まれ出た、日本を代表する作家たちは、枚挙に暇

がありません。

　

　シナリオ講座の歴史は、昭和32年、本講座の母体となる「シナリオ研究所」

が誕生したことから始まります。

　その後11年の歳月を経て、昭和58年に現在の「シナリオ講座」が開講し

ました。教育理念はそのままに、更なる飛躍を遂げ広く参加者を募りました。

井上由美子、野島伸司、武藤将吾、篠﨑絵里子を筆頭に、現在も次世代を

担う人材を輩出し続けています。

　人が言葉を生み、言葉が人を育てる。原点にして頂点を目指す講座、

それが「シナリオ講座」です。

シナリオ講座の特徴

　日本の映画・ドラマ界を牽引する実力者たちの貴重な肉声を届けたい。

① 講師は全員プロの脚本家です。講師と生徒
の距離が近く、交流が盛んです。

④ 同じ目標を持つ仲間ができ、切磋琢磨し合
える環境です。
講師や仲間から作品を改善するためのアド
バイスを得られます。

③

執筆する作品のテーマ・題材は自由です。

② シナリオを基礎技術から学ぶことができます。

基礎科カリキュラムの　 が作品指導です。
プロのアドバイスを受け何度も直しを重ねる
ことで、実作を通して腕を磨いていけます。

⑤
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●料金： ８９,０００円(税込)　　
・ 最大 3 回までの分納が可能です。
　（完納期限 ： 受講開始から３カ月以内）
・ 上記金額には、 初回受講時の入科金 11,000 円 ( 税込 ) が
　含まれます。
・ オンライン面談料金 1,100 円 （税込） が別途かかります。

通常より1万円引き! 通常より1万円引き!

近年のシナリオコンクール受賞実績

　テレビ朝日新人シナリオ大賞 　奨励賞 　板谷将行

　新人シナリオコンクール大伴昌司賞 　佳作 　林有一郎

　城戸賞 　準入賞 　町田一則

　城戸賞 　佳作 　三嶋龍朗

　テレビ朝日新人シナリオ大賞 　大賞 　宮原久実

　新人シナリオコンクール大伴昌司賞 　佳作 　齋藤紀子

　ＷＯＷＯＷ新人シナリオ大賞 　優秀賞 　藤田委甫

　フジテレビヤングシナリオ大賞 　佳作 　市川貴幸

　城戸賞 　佳作 　伊藤洋子
　伊参スタジオ映画祭シナリオ大賞 　大賞 　笹谷遼平

名誉学長　故・新藤兼人学長　加藤正人

かとう・まさと（シナリオ作家）

 映画「凪待ち」「孤高のメス」「天地明察」

「クライマーズ・ハイ」／ドラマ「火花」

しんどう・かねと（シナリオ作家・映画監督）

 映画「一枚のハガキ」「午後の遺言状」

「裸の島」「第五福竜丸」「愛妻物語」

●期間 ：２０２１年４月～２０２１年９月　毎週木曜日
●時間 ： 昼クラス１４時～／夜クラス１８時５０分～
●半年間リモート形式で授業を実施します。
　（通学でのご受講はできません）
●受講資格 ： １６歳以上の方 ( 学歴･経験不問 )　

期間の前半に教養課程として、シナリオの基礎技術

（原稿用紙の書き方、人物設定、構成等）を学びます。

後半は実践過程として、１時間もののオリジナルシナリ

オ完成に向け、あらすじからシナリオへと書き進め、

合評を行います。

●料金： １１４,３００円(税込)　　
・ 最大 3 回までの分納が可能です。
　（完納期限 ： 受講開始から３カ月以内）
・ 上記金額には、 初回受講時の入科金 11,000 円 ( 税込 ) が
　含まれます。
・ オンライン面談料金 2,200 円 （税込） が別途かかります。

プロのシナリオ作家を目指す方、より深くシナリオを学びた

いという方のために上級クラスとして研修科を開講しており

ます。シナリオ実作のみの講義となり、主に２時間もののオ

リジナル作品を提出し、毎週合評会を行います。作品は各

自のペースで提出でき、半年間何度も指導を受けられます。

基礎科
第  ７  ６  期

研修科
第  ７  ５  期

●期間 ：２０２１年４月～２０２１年９月　毎週水曜日
●時間 ： 昼クラス１４時～／夜クラス１８時５０分～
●半年間リモート形式で授業を実施します。
　（通学でのご受講はできません）
●受講資格 ： 基礎科修了生及び長編習作経験者

面談会0201 受講申込

申込書に記入のうえ、
シナリオ講座事務局へ
お送りください。

専任講師と一対一で
オンライン面談を
受けていただきます。

04 基礎講義＜基礎科＞

シナリオの基礎技術
(原稿用紙の書き方、
人物設定、構成等)
を講義で教わります。

03 開講式

講師・クラスメイトとの
顔合わせをオンラインで
行います。

05シナリオ創作

ご自身のペースで作品
を書いて提出します。
講師やクラスメイトか
らアドバイスを受け、
直しを重ね、シナリオ
を完成させていきます。

作品完成へ

　テレビ朝日新人シナリオ大賞 　優秀賞 　谷口佳奈子

半年間の流れ



Twitter･Facebookでも情報発信中！

@scenariokouza

募集に関する最新情報は
シナリオ講座ホームページ
をご確認ください。

シナリオ作家協会シナリオ講座
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井上由美子（脚本家）
ドラマ「シャーロック」「昼顔～平日午後3時の恋人たち～」「緊急取調室」
「14才の母」「白い巨塔」「GOOD LUCK!」「北条時宗」「きらきらひかる」

渡邉睦月（脚本家）
ドラマ「チャレンジド」「恋空」「生徒諸君！」「タイヨウのうた」「輪舞曲」

田渕久美子（脚本家）
ドラマ「定年女子」「同窓生～人は、三度、恋をする～」「篤姫」
「江～姫たちの戦国～」「ブランド」「ニュースの女」「彼女たちの結婚」

吉田玲子（脚本家）
アニメ「ヴァイオレット・エヴァーガーデン」「きみと、波に乗れたら」
「聲の形」「弱虫ペダル」「けいおん!」「バクマン。」「猫の恩返し」

武藤将吾（脚本家）
映画「テルマエ・ロマエ」「シュアリー・サムデイ」「クローズZERO」
ドラマ「3年A組- 今から皆さんは、人質です -」「ニッポンノワール- 刑事Yの反乱 -」

渡部亮平（映画監督・脚本家）
ドラマ「ラッパーに噛まれたらラッパーになるドラマ」「今からあなたを脅迫します」

野島伸司（脚本家）
ドラマ「101回目のプロポーズ」「愛という名のもとに」「高校教師」
「ひとつ屋根の下」「未成年」「世紀末の詩」「聖者の行進」

米村正二（脚本家）
アニメ「ルパン三世」「ポケットモンスター」 「それいけ!アンパンマン」

岸本卓（脚本家）
アニメ「銀魂」「ハイキュー!!」「フルーツバスケット」「銀の匙」

黒沢久子（脚本家）
映画「ばるぼら」「お父さんと伊藤さん」「花芯」「キャタピラー」

篠崎絵里子（脚本家）
映画「人魚の眠る家」「ガール」「あしたのジョー」「映画 クロサギ」
ドラマ「坂の途中の家」「グッドワイフ」「まれ」「犯罪症候群」「紙の月」

　　　　　　　　　　　他にも大勢の修了生がプロの現場で活躍しています！

港岳彦（脚本家）
映画「MOTHER  マザー」「宮本から君へ」「あゝ、荒野」「蜜のあわれ」

泉澤陽子（脚本家）
ドラマ「悪魔の弁護人 御子柴礼司 - 贖罪の奏鳴曲 -」「IQ246」「家族狩り」

山岡潤平（脚本家）
ドラマ「騎士竜戦隊リュウソウジャー」「家政夫のミタゾノ」「仮面同窓会」

藤田伸三（脚本家）
アニメ「とっとこハム太郎」「デュエルマスターズ」「ポケットモンスター」

榎望（プロデューサー・脚本家）
映画「葬式の名人」「母と暮せば」「駆込み女と駆出し男」「血と骨」

横谷昌宏（脚本家）
アニメ「Free！」「ケロロ軍曹」「Re：ゼロから始める異世界生活」

坂手洋二（劇作家）
舞台「憲法くん」「なにもおきない」「屋根裏」「だるまさんがころんだ」

三島有紀子（映画監督・脚本家）
映画「Red」「幼な子われらに生まれ」「繕い裁つ人」「しあわせのパン」

2021 年春より

移転しました！
日本橋人形町に

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 2-34-5 シナリオ会館２階

０３-６８１０-９５３０ （月曜～金曜１０:３０～１６:３０）


