News Release
No. 22-0039A
報道関係各位

2022 年 9 月 9 日
ヒューマンアカデミー株式会社

【 HUMAN FESTIVAL 2022 】

子どもから大人まで 学びをとことん楽しむ「マナビウィーク」
9 月 17 日から 9 月 25 日まで・全国のヒューマンアカデミー校舎で開催
教育事業を運営するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：川上 輝之、以下「当
社」）は、秋の大型連休に「学びをとことん楽しむ学びウィーク」として「HUMAN FESTIVAL 2022」を開催します。
知っておきたい「最先端テクノロジー、VR、AI」からやってみたい「e スポーツ、まんがイラスト、動画編集」、子どもが夢
中になる「科学実験、ゲームプログラミング」など、子どもから大人まで楽しめる体験型セミナーをラインナップしました。
各業界からご活躍中のゲストをお招きした特別セミナーも開催します。
【本件のポイント】
●子どもの好きを引き出す「科学実験」から大人が気になる「最先端テクノロジー」まで、あらゆる年代の方が
楽しめる体験セミナーを開催
（科学実験、ゲーム、プログラミング、e スポーツ、動画編集、AI/DX、まんがイラスト、ネイルなど）
●著名人を招いたトークショーやテクニック披露、すぐに役立つコミュニケーション力など、多様な特別セミナーも開催

【本件の概要】
1985 年の創設以来、158 万人以上の修了生・卒業生を輩出するヒューマンアカデミーは、「学びは、面白い。」を創
造する Edutainment Company として、未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステー
ジにあわせて、学びと成長を支援する「リカレント教育」、「STEAM 教育」を推進しています。
「やりたいこと」「知りたいこと」「気になっていること」はあるけど、「学ぶ機会が少ない」「体験してみたい」という多くの方の
声をいただき、子どもから大人まで楽しめる「マナビの場の提供」を決定しました。
「HUMAN FESTIVAL 2022」公式サイト：https://ha.athuman.com/humanfes/
■取材・本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当 原
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

●特別セミナー：https://ha.athuman.com/humanfes/
開催日程

ゲスト・講師

９月 23 日（金）

千葉工業大学未来ロボット

15:00-16:00

技術研究センター（fuRo）
所長 古田貴之氏
チームラボ 取締役 堺大輔氏
ユカイ工学 CEO 青木俊介氏

９月 23 日（金）

VR アーティスト

13:30-14:30

せきぐち あいみ氏

９月 20 日（火）

mountain studio

19:00-20:00

佐藤太郎氏

９月 25 日（日）

Dearest INC. CEO

1０:00-1１:00

中澤英子氏

９月 21 日（水）

森久保千里 氏

17:０0-18:00

JNA 本部認定講師
2019NAIL EXPO メンズネイルケア
部門 チャンピオン

タイトル・内容
対談！これからのテクノロジー に大切なこと
最先端テクノロジーをつかって数々のロボットを生み出してきた fuRo 所長 古田貴之
氏、テクノロジーとアートを組み合わせて人々を魅了させてきたチームラボ取締役 堺大
輔氏、“ロボティクスで、世界をユカイに”を掲げユニークなプロダクトを数々輩出している
ユカイ工学 CEO 青木俊介氏による３者対談。
かつてアニメや映画で描かれてきた未来はテクノロジーによって現実となろうとしています。
本対談では、テクノロジーの一番前を走り続けているリーダーだからこそリアルに語ることが
できる、より便利で豊かな未来にむけて大切な 「？？？」 についてお話しいただきま
す。「？？？」とは何か？ どんな化学変化が起きるのか？！乞うご期待！
～Ｗｅｂ３時代のデジタルコンテンツの可能性～
さまざまなデジタルコンテンツに注目があつまるなか、“メタバース”や“ＮＦＴ”などの新し
い言葉が世の中を賑わせています。
そこで、これからイラストレーター、ＣＧクリエイター、動画クリエイターなどを目指して制
作、創作活動を始めようとしている方にむけ、どんどん進化するデジタル社会での活動の
可能性や注意点、どのように自分の作品を世にアピールしていくべきかを、国内外のステ
ージで幅広くご活躍中の世界的ＶＲアーティスト“せきぐちあいみ”さんをお招きして伺っ
ていきます。当日は、実際のパフォーマンスもご披露いただきます。
動画編集テクニックセミナー
～ちょっとした工夫でこんなに変わるテクニックあれこれ～
動画編集に興味はあっても実際にどのように作るのか、どうやって作られているのか等
詳しく分からない部分も多いのではないでしょうか？
本セミナーではゲーム PV から CM まで幅広い動画コンテンツを手掛けられているマウン
テンスタジオの佐藤氏をお招きし、動画編集の仕組みやプロのテクニックを実演を交えて
ご紹介いただきます。
スタンフォード大で人気授業から学ぶ！コミュニケーション能力と対人関係
米国スタンフォード大学の MBA で連続 No.1 に選ばれたインター・パーソナルダイナミッ
クスの授業から、日々の生活と仕事に活かせる概念とスキルを学ぶセミナー。コミュニケー
ションや人間関係に悩む方、これからのビジネスや日常生活をより豊かなものにしていき
たいと考えている方向けセミナーです。
＜育爪セミナー＞ネイルケアのチャンピオンが教える話題の育爪
～秋アートが映える美爪になろう～
そろそろ爪も秋の装い。カラーやアートが落ち着いてきて、ベースになる爪の状態が重要
になってきます。小さく折れやすい、薄い二枚爪、変色している、ささくれ…アートが映え
る美しく健康な地爪はどうすれば手に入るの？そんな悩みにこたえられるセミナーです。

アスリートネイル協会認定トレーナー
９月 17 日（土）

伊藤健人氏

14:00-15:00

９月 17 日（土）

株式会社デジタルメディアラボ

13:00-14:30
9 月 18 日（日）

株式会社 SEC

10:30-12:30

9 月 25 日（日）
13:00-15:00

株式会社賢プロダクション

講座監修者が解説～ヒューマンアカデミー日本語教師養成講座のこだわり
ヒューマンアカデミー日本語教師養成講座の中身を解説し、修了後のキャリアパスにどの
ように繋がるのかについて、お話しします。講座の学びがどのようにご自身に関わってくるの
か。将来像を考えるきっかけとしていただけることを願っています。
『創れない世界はない』を掲げるゲーム制作会社デジタル・メディア・ラボによるゲーム CG
体験セミナー
『デジタルメディアラボ』所属クリエイターによる『はじめての CG ソフト”maya”体験』
AI 体験「ウェブカメラの画像認識を作ってみよう」
IOT や DX、メタバースなど色んな言葉が出てきてますが、「実際プログラミングって何に
使われてるの？」「python って何ができるの？」いまさら聞けないそんな疑問に答えま
す。プログラミング体験初級編！気軽に参加して大丈夫です！まずはプログラミングに
触れてみよう！
審査員はココに注目！大手プロダクションによるオーディション対策セミナー
声優事務所『賢プロダクション』による、オーディション対策セミナー開催！ヒューマンアカ
デミーで実際に使用されるオーディション課題を使って、オーディションを受けるときに抑え
ておくべきポイントを直接伝授します！

このほかにも開催を予定しております。取材のご依頼は下記までお問い合わせください。

■取材・本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 広報担当 原
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com

【HUMAN FESTIVAL 2022 概要】
・期間：2022 年 9 月 17 日（土）~9 月 25 日（日）
・場所：①特別セミナーライブ会場
Edutainment Campus GINZA、Human Edutainment Studio、ヒューマンアカデミー秋葉原校
②体験セミナー
全国 35 校舎
・体験セミナー内容(抜粋)
・「メタバース／AR・VR」を詳しく知ろう！
・魅力的なキャラクターを描くための表情の書き分けレッスン
・プログラミング体験初級編！気軽に参加して大丈夫です！まずはプログラミングに触れてみよう！
・ロボット製作体験～楽しみながらロボットをつくってみよう！～
・おうちにあるものでスーパーボールをつくってみよう！～驚きと感動の科学体験～
・動画編集ソフト Premiere Pro＆After Effects 体験レッスン

動画ソフトを実際に体験して制作してみよう

・Web スキルアップセミナー～実録、現役クリエイターが教える Web 制作現場で必要とされるスキルと知識
・初心者でもできる秋のネイルトレンドアートレッスン
「HUMAN FESTIVAL 2022」公式サイト：https://ha.athuman.com/humanfes/
■ヒューマンアカデミーについて（https://manabu.athuman.com/）
1985 年の創設以来、158 万人以上※の修了生・卒業生を輩出するヒューマン
アカデミーは、「学びは、面白い。」を創造する Edutainment Company として、未
就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにあわせて、
学びと成長を支援する「リカレント教育」、「STEAM 教育」を推進しています。
IT 分野、語学・留学、保育、資格・就転職、趣味・教養、ココロとカラダコンディショ
ニング、なりたい人を応援する専門教育など大きく８つのカテゴリで、時代や社会の変化にあわせながら 800 以上の講
座を編成し、多様なニーズに対する学びの提供を行っています。

※延べ人数 1997 年 10 月~2022 年 3 月時点

■ヒューマングループについて（https://www.athuman.com/）
ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、IT と
多岐にわたる事業を展開しています。1985 年の創業以来「為世為人（いせいいじ
ん）」を経営理念に掲げ、教育を中心とする各事業を通じて、労働力不足、高齢化社
会、待機児童問題など、時代とともに変化するさまざまな社会課題の解決に取り組み、
独自のビジネスモデルを展開してきました。
人と社会に向き合い続けてきたヒューマングループは、いま世界全体で達成すべき目標として掲げられた SDGs（持続
可能な開発目標）にも積極的に取り組んでいきます。SDGs への貢献を通じて、
「為世為人」の実現を加速させ、より良い社会づくりに貢献していきます。
ヒューマンアカデミー株式会社概要
●代表者：代表取締役 川上 輝之 ●所在地：東京都新宿区西新宿 7-5-25 西新宿プライムスクエア 1 階
●設立：2010 年 4 月 ●資本金：1,000 万円 ●URL：https://manabu.athuman.com/
■取材・本件に関するお問い合わせ■ ヒューマンアカデミー株式会社 担当 原
TEL：03-6846-7009 FAX：03-5389-8672 E-mail：ha_info@athuman.com
■ヒューマングループに関するお問い合わせ■ ヒューマングループ 広報担当 若林・平
E-mail：kouhou@athuman.com

