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■授業の方針・概要 

課題による様々な映像作品制作演習を主なものとする。実務者である現役映像ディレクターの指導の下、個別制作とグルー

プ制作により課題テーマを、企画/撮影準備/撮影/編集などにより具現化する。またスタジオ形式の放送番組制作とインターネ

ット放送局運営の実施演習も行い、オープンキャンパス日に学内にてインターネット放送をデモンストレーションする。 

■到達目標（学修成果） 

 映像制作のノウハウや技術だけではなく、論理的な企画/構成を立てられる思考方法の修得を目指す。映像を主体として様々

な表現方法を使い分けられるようになることが目的である。また学生がインターネット放送局を自主運営出来ることも到達目

標とする。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 映像・メディア専攻学生の卒業要件科目で、必修科目である。 

■授業計画 

回数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

1 回 角倉: オリエンテーション  

課題 1 映像制作① 企画立案                (日野校舎) 

復習: 番組企画書と構成案の作成 120分 

2 回 角倉: 課題 1 映像制作② 企画プレゼンテーション/ロケー

ションハンティング/撮影準備/撮影         (日野校舎) 

復習: 撮影 180分 

3 回 澤野: 課題 1 映像制作③ 編集/MA            (日野校舎) 復習: 編集/MA 120分 

4 回 角倉: 課題 1 作品プレゼンテーション、講評  

課題 2提示 映像制作① 企画立案      (目黒校舎) 

復習: 番組企画書と構成案の作成 60分 

5 回 澤野: 課題 2 映像制作② 企画プレゼンテーション/ロケー

ションハンティング/撮影準備/撮影         (日野校舎) 

復習: 撮影 180分 

6 回 澤野: 課題 2 映像制作③ 撮影               (日野校舎) 予習: 撮影データ管理/整理 60分 

7 回 澤野: 課題 2 映像制作④ 編集/MA            (日野校舎) 復習: 編集/MA  120分 

8 回 角倉: 課題 2 作品プレゼンテーション、講評  

課題 3提示 映像制作① 企画立案      (目黒校舎) 

復習: 番組企画書と構成案の作成 60分 

9 回 澤野: 課題 3 映像制作② 企画プレゼンテーション/ロケー

ションハンティング/撮影準備/撮影         (日野校舎) 

復習: 撮影 60分 

10 回 澤野: 課題 3 映像制作③ 撮影               (日野校舎) 予習: 撮影データ管理/整理 30分 

11 回 澤野: 課題 3 映像制作④ 編集/MA            (日野校舎) 復習: 編集/MA  180分 

12 回 角倉: 課題 3作品プレゼンテーション、講評  

完成作品ポートフォリオ制作 

復習: ポートフォリオ完成 60分 

13 回 角倉: ネット放送局立ち上げ準備 グループ討議 

サブ出し VTR編集/テロップ作成/リハーサル    (日野校舎) 

復習: 構成案/シナリオ作成 60分 

14 回 角倉: ネット放送局立ち上げと運営リハーサル、機材セッテ

ィング/リハーサル、構成シナリオ作成         (目黒校舎) 

復習: サブ出し VTRの制作 120分 

15 回 角倉: オープンキャンパス日にネット放送「SUGINO.TV(仮

称)」運営制作デモンストレーション           (目黒校舎) 

予習: 当日段取り確認 60分 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 メール等を活用し常時質問等を受け付ける。課題については授業内で講評。レポートはその都度メールにて提出し、添削後

メールで返却します。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 
 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 40% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 30% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 特になし 

■参考文献 

 その都度プリントにて配布 

■オフィスアワー・研究室 

 オフィスアワーの曜日、時間は授業内で指示。研究室: 日野校舎 B105映像・メディア表現研究室 連絡: 教務課 

■備考 

 動画撮影カメラとノンリニア編集ソフト(プレミアなど)を、使いこなせることを前提とする。 

映像・メディア表現Ⅱ 
  角倉 典彦・澤野 洋土 

 3年 前期  選択   （ 2 単位 演習 ） 
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■授業の方針・概要 

 本講座は、映像制作会社の様々な制作現場でのアシスタントプロデューサーやアシスタントディレクターを経験する学外演

習授業を主なものとする。全体を 3期に分け、第 1期は 9月上旬に渋谷と原宿を中心に開催される東京コレクションウィーク

(Rakuten Fashion Week Tokyo)の公式記録ビデオ撮影/制作と当日のライブ配信アシスタントを行う。第 2期は 11月以降の 1

週間で、放送開始 37年となる BSテレビ東京放送「ファッション通信」の制作アシスタントを務める。指導は各プロデューサ

ーやディレクター、カメラマンが行う。なおこの 2週間は各日 6～8時間のフルタイム演習となる。第 3期はプロの現場での経

験を活かし、現役の映像ディレクター指導による課題作品のグループ制作を行う。 

■到達目標（学修成果） 

 ファッションを中心とした映像制作会社での基本的なアシスタントプロデューサー、アシスタントディレクターやアシスタ

ントカメラマンの業務を OJTで経験把握し、本人にどの業務や職種に適性があるか自己判断ができるようになること。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 映像・メディア専攻学生の卒業要件科目で、必修科目である。 

■授業計画 

回数 
授業内容 

（各８ｈ） 

準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

第 1期 

1 日目 

角倉/実務スタッフ: 東京コレクションのオリエンテーシ

ョン。基本業務の流れの把握。スタッフ編成と総合進行表

の理解                  （六本木） 

復習: 当日のスケジュール、業務内容

を記録する 

60分 

2 日目 角倉/実務スタッフ: 機材準備。機材の会場搬入、ケーブ

ル敷設、機材セッティング。               (渋谷) 

復習: 機材の理解 60分 

3～8 

日目 

角倉/実務スタッフ: 東京コレクション当日。1日数回の

ファッションショーやイベントの撮影記録。ネット生配信

運営。データ管理と納品物管理。          (渋谷) 

復習: 当日の業務日誌と第 1期のレポ

ートの作成 

各 60分 

    

第 2期

1 日目 

角倉/実務スタッフ: 「ファッション通信」のオリエンテ

ーション。スタッフ打合せ、担当回の内容確認  (六本木) 

復習: 資料のまとめ 30分 

2 日目 角倉/実務スタッフ: ポストプロダクションにて映像編

集。資料整理                 (六本木) 

復習: 編集確認 60分 

3 日目 角倉/実務スタッフ: スタッフ打合せ、資料整理、構成作

家打合せ。                  (六本木) 

復習: 打ち合わせ資料つくり 60分 

4 日目 角倉/実務スタッフ: ポストプロダクションにて再編集、

音効打合せ、ナレーション原稿作成チェック。  (六本木) 

復習: 原稿校正 60分 

5 日目 角倉/実務スタッフ: ポストプロダクションにて MA、ナレ

ーション、音楽録音。完パケ試写。      (六本木) 

復習: 修得したことをまとめる 

   第 2期のレポート作成 

120分 

    

第 3期 

1 週目 

澤野: グループ制作① 課題提示、企画立案討議、スタッ

フ編成、リサーチ、構成案作成              (日野校舎) 

復習: 構成案作成、リサーチ 120分 

2 週目 澤野: グループ制作② 企画プレゼンテーション、構成台

本作成、ロケーションハンティング、撮影準備(日野校舎) 

復習: 台本作成、ロケ香盤表作成   120分 

3 週目 澤野: グループ制作③ 撮影                (日野校舎) 復習: 追加撮影 180分 

4 週目 澤野: グループ制作④ 仮編集、本編集/MA   (日野校舎) 復習: 編集 180分 

5 週目 澤野: グループ制作⑤ 仕上げ編集、プレゼンテーション 

講評、著作権等処理リスト作成              (日野校舎) 

復習: 各種資料作成整理 60分 

 

■フィードバック（試験の解説、試験・レポート添削返却、メールや学内システム等の活用）方法 

 メール等を活用し、常時質問等を受け付ける。レポートは添削してメールにて返却をする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 
 

授業内試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 50% 

外部評価・検定試験結果 20% 

■教科書 特になし 

■参考文献 その都度配布 

■オフィスアワー・研究室 

 基本的に学外演習先企業担当者（初日に説明します）㈱インファス・ドットコム事務所 研究室: 日野校舎 B105映像・メデ

ィア表現研究室  

■備考 

 授業日以外の事前ガイダンスは必ず参加すること。スケジュール等を確認します。 

Word、Excel、PowerPoint、Premier Proの基本操作ができること。 

映像・メディア表現Ⅲ 
  角倉 典彦・澤野 洋土 

 3年 後期  選択   （ 6 単位 演習 ） 
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