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■授業の方針・概要 

 服飾表現学科映像・メディア専攻の卒業制作は、専攻分野で今まで学んだ知識やノウハウ、技術を駆使して、映像作品を具

現化する。見る人に制作者の意図や思いが伝わり、納得させる「作品」を制作することである。前期はその準備段階として、

製作プロセスを確認するためのグループ制作演習、リサーチと企画、具体的な撮影の準備を行う。また作品提出に伴う各種デ

ータやポートフォリオの作成に必要な 2次元の編集技術も修得する。 

■到達目標（学修成果） 

 作品制作のために、徹底した企画を練り、リサーチを繰り返し、企画書、構成台本、撮影プランなどの企画を構築できるト

ータルな映像制作能力を身につけ、同時に作品提案のプレゼンテーション能力も身につけることが目標である。 

■卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 服飾表現学科映像・メディア専攻の必修科目で卒業認定単位となる。 

 

■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 千代崎: ガイダンス/オリエンテーション 

 全体スケジュールの確認、個人面談①  

予習: シラバスの確認 

復習: 企画構想 

60分 

2 回 千代崎: 個人企画案プレゼンテーション①、研究ノート作成 

テーマ/コンセプト策定、企画編集技術① 

予習: 卒業制作の方向性の再検討 

復習: 研究ノート作成 

60分 

3 回 角倉: 個人面談②、個人企画プレゼンテーション②、 予習: リサーチレポートの作成 

復習: 研究ノート促成 

60分 

4 回 澤野: グループ制作① グループ課題提示。企画検討、リサ

ーチ。 

復習: 企画案制作 120分 

5 回 澤野: グループ制作② 企画提案プレゼンテーション。撮影

準備、ロケーションハンティング、撮影台本/香盤表作成 

復習: 課題整理 60分 

6 回 千代崎: リサーチ結果のまとめによる個人企画プレゼンテー

ション③、研究ノート作成、 企画編集技術② 

復習: 各自の課題整理 60分 

7 回 澤野: グループ制作③ 撮影、進捗状況チェック 復習: 追加撮影等 60分 

8 回 澤野: グループ制作④ 編集 復習: 編集作業 60分 

9 回 角倉: 個人面談③、個人企画プレゼンテーション④ 復習: 各自の課題整理 60分 

10 回 澤野: グループ制作⑤ 完成作業、プレゼンテーションと講

評 

復習: 修正ポイントの確認と修正 60分 

11 回 千代崎: 個人面談④、企画進捗確認と講評、企画編集技術③ 予習: 事前準備 60分 

12 回 角倉: 個人企画プレゼンテーション⑤、準備作業 予習: 事前準備 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

13 回 千代崎: 服飾表現学科合同卒業企画プレゼンテーション準備 予習: 事前準備 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

14 回 角倉・千代崎・澤野: 合同講評会 後期「卒業制作」へ向け

た中間プレゼンテーション（５専攻全学生と担当教員による

専攻を横断したディスカッション・フィードバック） 

予習: 事前準備 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

15 回 角倉: 前週の反省と前期のまとめ、進捗状況プレゼンテーシ

ョン。夏季休暇中の制作プランの作成 

予習: 反省事項の確認 

復習: 夏季休暇中制作活動の確認 

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 

 提出物及びプレゼンテーションに関しては、授業内で講評やディスカッションを行いフィードバックする。 

■成績評価の方法・基準 

授業態度・姿勢 30% 
 

授業内・課題提出（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 必要に応じて、資料/プリントを適宜配布する。 

■参考文献 

 各自のテーマにあわせて、その都度紹介する。 

■オフィスアワー・研究室 

 初回授業で指示する。連絡: 教務課 研究室: 日野校舎 B105映像・メディア表現研究室 

■備考 

 作品企画の各自の進捗状況にあわせて、日程及び内容は変更することがある。 

 準備学習の必要時間は目安であって、各自の制作企画の進捗状況にあわせて必要な時間を確保すること。 

卒業制作企画(映像・メディア表現) 
  角倉 典彦・千代崎 寛・澤野 洋土 
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■授業の方針・概要 

 服飾表現学科映像・メディア専攻の卒業制作は、専攻コースで今まで学んだ知識やノウハウ、技術を駆使して、映像作品を

具現化する。見る人に制作者の意図や思いが伝わり、納得させる「作品」を制作することである。後期は各自のテーマ・コン

セプトに沿った「映像・メディア」作品を、オフライン編集や場合によってはポストプロダクションでのオンライン編集と MA

などを行い完成させる。また作品ポートフォリオや、解説カタログなどの作成も作品の一部とする。 

■到達目標（学修成果） 

 映像制作の全工程に携わることにより、プロとしての基本的な映像制作のノウハウの取得が可能となる。 

卒業認定・学位授与の方針と該当授業科目の関連 

 服飾表現学科映像・メディア専攻の必修科目で卒業認定単位となる。 

■授業計画 

週数 授業内容 
準備学修 

具体的内容（予習・復習等） 必要時間 

第 1週 角倉: 進捗状況プレゼンテーション 

個人面談① 

予習: 後期の制作計画の確認 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

第 2週 角倉・千代崎・澤野: 合同講評会 前期「合同講評会」から

の中間プレゼンテーション（５専攻全学生と担当教員による

専攻を横断したディスカッション・フィードバック） 

予習: 中間制作レポートの作成 

 

60分 

第 3週 澤野: 追加撮影、構成確認、個人面談② 予習: 撮影進捗状況の確認 

復習: 追加取材/撮影計画の確認 

60分 

第 4週 澤野: オフライン編集① 予習: 事前準備 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

第 5週 澤野: オフライン編集② 予習: 事前準備 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

第 6週 千代崎: 作品ポートフォリオ、解説カタログ制作準備 予習: 事前準備 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

第 7週 角倉・澤野: オフライン試写 個人面談③ 修正 復習: 問題点の整理 60分 

第 8週 千代崎: 作品ポートフォリオ、解説カタログ制作 

 

予習: 事前準備 

復習: 各自の課題整理 

60分 

第 9週 澤野: カラコレ調整 テロップ入れ、絵完パケ試写  復習: 完成原稿の作成 60分 

第 10週 

 
角倉: ポストプロダクションにて MA ナレーション/音楽/SE

録音、完パケ試写 

復習: 事前候補選択 60分 

第 11週 角倉・澤野: 直し編集 最終試写 メディアコピー 予習: 事前準備 

復習: 修正ポイントの確認 

60分 

第 12週 千代崎: 作品ポートフォリオ、解説カタログ制作 予習: 事前準備 

復習: 進捗状況の確認 

60分 

第 13週 千代崎: 作品ポートフォリオ、解説カタログ制作 予習: 事前準備 

復習: 映像展示の最終確認 

60分 

第 14週 角倉・千代崎: 作品ポートフォリオ、解説カタログ制作 

プレゼンテーション準備 

予習: 完成台本の作成 

復習: 提出物の最終確認 

60分 

第 15週 角倉・千代崎・澤野: プレゼンテーション 外部評価 

講評 まとめ 

予習: プレゼンテーションの準備 

 

30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 

 提出物及びプレゼンテーションに関しては、授業内で講評やディスカッションを行いフィードバックする。 

■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） 70% 

期末試験・課題（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む） 0% 

外部評価・検定試験結果 0% 

■教科書 

 必要に応じて、資料/プリントを適宜配布する。 

■参考文献 

 各自のテーマにあわせて、その都度紹介する。 

■オフィスアワー・研究室 

 初回授業で指示する。連絡: 教務課  研究室: 日野校舎 B105映像・メディア表現研究室 

■備考 

 作品企画の各自の進捗状況にあわせて、日程及び内容は変更することがある。 

 2月の卒業制作発表期間に、上映展示とプレゼンテーション形式で制作企画/経緯を発表し、ポートフォリオ、解説カタログ

と作品のデジタルコピーを提出する。 

 

卒業制作(映像・メディア表現) 
  角倉 典彦・千代崎 寛・澤野 洋土 

 4年 後期  選択   （ 6 単位 演習 ） 
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