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これからのエンタメにはデジタルスキルが不可欠！

よしもとデジタルエンタテインメントアカデミー（YDA）は、

エンタメに関わる幅広い知識とデジタルスキルを身に付けて、

将来のエンタメコンテンツを担い、

エンタメ×デジタル業界で活躍したい人が学べる学校です。

吉本興業がエンタメの未来を見据えて取り組んでいる

デジタルプラットフォームから、芸人の進出が目覚ましいYouTube動画制作や、

SNSインフルエンサー、スマホアプリの企画・開発、

最先端のオンラインライブ配信まで。

常にアップデートし続ける吉本興業のデジタル案件を

フィールドワークにしながら学んでいただきます。

WHAT'S 
YOSHIMOTO 

DIGITAL ACADEMY?

「エンタメの全てをハック！」
今後デジタル化するエンタテインメントを
最前線で学べるスクール

デジタルスキルでエンタメ業界を制す！
デジタルシフトしたエンタメ業界で縦横無尽に活躍するために必要な、
最先端のビジネスやテクノロジーの知識・技術を身に付けることができます。

吉本興業の社員と開発・企画を実践 

将来は自らの手で吉本興業のDX化を 

吉本興業の芸人たちとも連携 

新たにインフルエンサーコースを開設 
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在学中はWEBマーケティング、プラットフォームビジネ
ス、SNSインフルエンサー、オンラインライブ配信など、
吉本興業が取り組む実際のデジタルプロジェクトのメン
バーに任命。吉本興業の社員とともに、現場で実践を積む
ことができます。

在学中から様々な現場で実践を積むことで、卒業後はその
まま吉本興業で働けるチャンスも。将来は幅広いエンタメ
に取り組んできた吉本興業のデジタル化を担う人材を目指
すことも可能です。

自身がデジタルプロデューサーとなり、吉本興業に所属す
る芸人やパフォーマーのコンテンツ作りを体験することが
できます。ほかには真似できない、エンタメのプロと連携
した学びを提供できるのが吉本流です。

2022年度より新たに「インフルエンサーコース」を開設。
常に新しいエンタメを発信し続けるよしもとノウハウを結
集した、SNSインフルエンサー、YouTuberなどを目指し
て「バズらせる」を総合的に学べるコースが誕生しました。



デジタルエンタテインメントの
最前線を学ぼう！
実践的なカリキュラムを通じて即戦力になれる人材を育成。
現役で活躍する講師陣から最先端の生きたエンタメ×デ
ジタルを学ぶことができます。

授業日程：月・火 19:00～21:20

授業時間：1コマ60分
形式：対面授業とオンライン授業

※上記は変更になる場合がございます

プラットフォーム
ビジネス 

誰もがSNSで自己表現できるようになった今、Facebook、Twitter、
YouTubeなどの既存ツールをどのようにビジネスに利用していく
かを学びます。同時にユーザーをどのように囲い込むかなどの
戦略も学びます。

Webサイト
開発運用実践 

Webサイトの企画、設計、運用、改善など一連の流れを実践か
ら習得。自分だけのオリジナルWebサイトを作成して運用でき
るように学びます。

YouTube講義 

カリキュラム委員であるUUUM社のクリエイターやプロデュー
サーによるYouTube講義（チャンネルの企画の考え方、チャンネ
ルを運営するコツ、編集について）など、ほかでは聞けないス
ペシャルな講義が目白押し。

デジタル
マーケティング 

デジタルメディアやプラットフォームなどのデジタルテクノロ
ジーを利用して、製品やサービスを宣伝するマーケティングの
手法を学びます。より多くの、そして熱量の高いファンを獲得
するために、ビッグデータや顧客データを活用していくスキル
を身に付けます。

アプリ開発 

40以上の機能を組み合わせ、スマホアプリを開発することがで
きるアプリプラットフォームYappli（ヤプリ）を教材として学び
ます。

YouTube実践 

グループワークしながらチャンネルを運用して実践スキルを習
得。アカウント作成、チャンネルコンセプト決め、企画立案、
動画撮影＆編集、動画アップ＆運用、アナリティクスなどを実
践授業から学びます。

3つのコースで専門性を高める
YouTubeやSNSでの発信、アプリの企画・開発、配信ビジネスなど、幅広いデジタルエン
タテインメントの世界を学ぶ中で、コースを選択して専門性を高めることもできます。
（専攻以外のすべての授業を受講することができます）

CURRICULUM授業紹介

4～6月 入学式／入学ガイダンス実施／基礎授業

7 ～9月 実践授業／応用授業

10 ～12月 各コース専門授業／学園祭（制作物発表）

1 ～3月 現場体験授業実施／卒業式（成果発表）

SCHEDULE年間スケジュール

デジタルプロデューサーコース

デジタルプラットフォームビジネスから、WEBマーケ
ティング、芸人の進出が目覚ましい YouTube 制作、SNS

活用術など、各プラットフォームの特色を学び、それら
をビジネスツールとして使いこなし、ユーザーをいかに
集めるかの戦略について学びます。

1
プロデューサー概論講義／ ITビジネス
概論講義／デジタルマーケティング／
Webサイト開発運用実践／アプリ開発
／ e-sports講座／芸人と企画を考える
授業　など

学べること

DIGITAL PRODUCER

インフルエンサーコース

吉本所属のタレントをはじめ、制作チームのプロデュー
サー、構成作家など、その道のスペシャリストたちが授
業で「よしもとノウハウ」を伝授します。常に新しいエ
ンタメを発信し続ける吉本にしかできない「バズらせる」
を総合的かつ効果的に学べるコースです。

2
YouTube動画講座＆実践／ SNS活
用術講座＆実践／動画撮影＆編集
講座／ SNS特別講座（芸人インフ
ルエンサーの成功事例や体験談な
ど）／セルフプロデュース　など

学べること

INFLUENCER

配信ビジネスコース

活発化する動画配信ビジネスについて学ぶコースです。
ライブ配信講義など、ライブ動画ストリーミングプラッ
トフォームから最新のトレンドやビジネスモデルを学び、
またマーケティングや動画配信市場のデータ分析をして、
役に立つ情報を導き出すスキルを身につけていきます。

3

ライブ配信講座／オンライン配信
の最前線講座／データアナリティ
クス／マーケティング戦略／ ITビ
ジネス応用講座　など

学べること

STREAMING BUSINESS



経験豊富な講師陣

講師一覧 芸人講師 講師企業
志村一隆 氏（吉本興業株式会社 取締役）

中西 寛 氏

（クリエイティブディレクター・商業施設士）

髙橋征資 氏

（バイバイワールド株式会社 代表取締役）

おばたのお兄さん 氏　

ZAZY 氏　

はいじぃ 氏　

ラフ次元 

カジサック 氏

ガーリィレコードチャンネル

カリキュラム委員

株式会社アカツキ 
CEO

香田哲朗氏

UUUM株式会社 
代表取締役社長
CEO

鎌田和樹氏

Twitter Inc. 
Client Solutions
事業担当副社長
兼Twitter Japan

株式会社代表取
締役
笹本 裕氏

筑波大学工学システム学類卒業後、アク
センチュアに入社。2010年にアカツキを
塩田元規と共同創業。創業期からエンジ
ニア兼ディレクターとしてモバイルゲー
ムの開発を牽引。モバイルゲーム事業部
の事業部長兼人事担当役員を経て、2018

年より自社IPプロデュース事業及びアカ
ツキライブエンターテインメントの代表
を兼任。

2003年、19歳で大手通信会社入社。店舗
開発・運営、アライアンス等多岐にわた
る分野で実績をあげ、2011年よりイー・
モバイル一次代理店の代表を務める。そ
の後、孫泰蔵氏の薫陶を受けて起業を決
意。ほどなくして、HIKAKINとの大きな
出会いを得て、2013年、29歳で独立、創業。

日本法人代表取締役、ならびに韓国の広
告事業を統括。2017年より、Twitter Inc. 

Client Solutions事業担当副社長を兼務。そ
れ以前は 2007年よりマイクロソフトにて
常務執行役員などを務めた。また、MTV

ジャパンで代表取締役社長兼CEO、クリ
エイティブ・リンクの設立者およびCOO

などの経歴を持つ。1988年、リクルート
入社。

在校生インタビュー 在校生インタビュー

デジタルの知識だけでなく、
企画力や現場力も身につけられます

いろんな分野のプロから話を聞いて、
視野を広げています

麦谷ありさ
2021年入学／
動画編集者、
デザイナー志望

渡辺駿佑
2021年入学／
デジタル関係の業種を志望

　芸人さんのYouTube動画の編集者になりたいと考えていたところ、動
画編集スキルだけでなく、おもしろい企画を考える力も身につけられる
YDAの存在を知り、入学しました。授業ではデジタルの知識を学びながら、
自分たちで企画を考え、発表する機会が多く、実践を通じてだんだん企画
力やプレゼン力も身についてきたと感じています。
　また、実際に芸人さんのYouTube動画の編集に携わることもできまし
た。撮影現場に立ち会い、撮影補助や動画編集、サムネイル作成をさせ
ていただくなど、スキルアップにつながる経験ばかり。YDAに入っていな
ければ、こんなチャンスはなかったと思います。

　吉本興業をフィールドに、エンタメ×デジタルを学べることや、短期間で
実践的なスキルを身につけられることに惹かれ、YDAに入学しました。授
業では、芸人さんや企業の方が講師として来てくださり、それぞれの立場
から多くの話を聞くことができるので、考え方や物事の見方が変わり、自
分の視野が広がったと感じています。
　まだ具体的な進路は定まっていませんが、YDAのみなさんには、これか
らどんな道に進めばいいのかといった相談に乗っていただき、アドバイス
をもらっています。事務局の方々は学生に真摯に向き合ってくださるので、
気になることはどんどん相談してみるといいと思います。

UUUM株式会社
Wix.com Japan株式会社
ヤプリ株式会社
吉本興業株式会社 　
コンテンツ制作本部デジタル制作部　
FANY事業本部

YDAで目指すトップインフルエンサー 

吉本興業グループが強力サポート！ 

エンタテインメントは今や「個」の時代に突入。
吉本興業に所属する約6,000名以上の芸人・
タレントは、自ら考えた企画を個人やチーム
で制作し、オリジナルコンテンツとして発信
しています。
さまざまなSNSプラットフォームから常に新
しいエンタメを発信して活躍し続ける芸人た
ちから、よしもとノウハウを結集した「バズ
らせる」を学ぶことができる。
あなたもトップインフルエンサーを目指せ
ます。

経験豊富なプロデューサー、ディレクター、クリエイ
ター、編集者、作家、芸人など各ジャンルの現役ス
ペシャリスト講師から直接授業が受けられます。
授業カリキュラムは基礎座学から応用＆実践へ
と段階的にスキルアップしていけるよう構成され
ており、サポート体制も充実。
在学中から吉本興業グループのFANY事業本
部、コンテンツ制作本部デジタル制作部など様々
な部門での現場体験授業を想定しており、吉本
興業内プロジェクトに参加して生の現場を体験
することができます。
また、キャリアセミナーや定期的な個人面談を実
施して、卒業後グループ関連部署への就職を強
力にバックアップします。



東京校

大阪校

〒101-0051

東京都千代田区神田神保町1-41-1

三省堂第二ビル1F

TEL  03-3219-0688 (受付時間 平日10:00~18:00)

E-mail  ydatokyo@yoshimoto.co.jp

▲

都営地下鉄：三田線・新宿線「神保町駅」より徒歩5分

▲

東京メトロ：半蔵門線「神保町駅」より徒歩5分

▲

J R「御茶ノ水駅」より徒歩8分

〒542-0075

大阪府大阪市中央区難波千日前12-35

SWINGヨシモト6F

TEL  06-6633-3807 (受付時間 平日10:00~18:00)

E-mail  ydaosaka@yoshimoto.co.jp

▲

近鉄・阪神「大阪難波駅」、地下鉄千日前線・
　御堂筋線・四ツ橋線「なんば駅」より徒歩5分

▲

近鉄「日本橋駅」、
　地下鉄堺筋線・千日前線「日本橋駅」より徒歩6分

▲

南海「難波駅」より徒歩3分

当社は反社会的勢力排除に全力で取り組みます。 

http：//www.yoshimoto.co.jp/declation
「反社会的勢力排除宣言」

●本冊子に掲載した写真・文章の無断転載を禁じます。●掲載内容は2020年12月現在の情報をもとに作成しております。●最新情報につきましては、随時本学院ホームページに掲載致しますのでご覧ください。

東京校

大阪校


