
年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

12回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

評価率 その他

80.0%
20.0%

教科書・教材 評価基準

・SNSマーケティングのやさしい教科書 レポート・課題提出
出席・授業態度

SNSキャンペーンの作成 学んだ内容を活かしSNSでのキャンペーンを作成する

SNSキャンペーンの作成 学んだ内容を活かしSNSでのキャンペーンを作成する

最終レポート SNSキャンペーンプランをレポートにまとめる

LINEマーケティング LINEの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

TikTokマーケティング TikTokの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

SNSマーケティングの分析と改善 SNSマーケティングの運用効果を高める方法を学ぶ

Twitterマーケティング Twitterの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

Instagramマーケティング Instagramの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

YouTubeマーケティング YouTubeの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

SNSの基本 SNSの現状、活用方法の概要について学ぶ

各種SNSの使い方 各種SNSの機能と操作方法を学ぶ

Facebookマーケティング Facebookの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

有 複数企業のWebマーケティングの企画提案運用を行う

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

授　業　の　概　要

各種SNSの特徴や活用方法を学び、情報発信力を身につける

授業終了時の到達目標

各種SNSの特徴や活用方法を習得し、適切な活用方法を身につける

実務経験有無 実務経験内容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 1単位（24時間） 髙橋　潤

科　目　名 学科／学年 授業形態

SNS基礎 ネット動画クリエイター学科/1年 講義



年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

12回 必須

回

1～2

3～4

5～6

7～8

9

10

11

12

評価率 その他

80.0%
20.0%

教科書・教材 評価基準

「iBut」インターネットベーシックユーザーテスト
テキスト

試験結果
出席・授業態度

セキュリティ テキスト 第7章 セキュリティ

インターネット ベーシック ユーザー テスト
受験

インターネット ベーシック ユーザー テスト受験

インターネット利用者のモラル テキスト 第4章 インターネット利用者のモラル

インターネットのしくみ テキスト 第5章 インターネットのしくみ

コンピュータウイルス テキスト 第6章 コンピュータウイルス

インターネットの基礎 テキスト 第1章 インターネットの基礎

インターネットでの被害 テキスト 第2章 インターネットでの被害

インターネット関連の法規 テキスト 第3章 インターネット関連の法規

時間外に必要な学修

日々のインターネット関連のニュースを取得し、情報を得る習慣をつける

テ　ー　マ 内　　　　容

授　業　の　概　要

インターネット基礎社会において必要な知識を統括的に学ぶ

授業終了時の到達目標

・インターネット社会で適切な判断と行動ができる
・インターネット　ベーシック　ユーザー　テスト合格

実務経験有無 実務経験内容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 1単位（24時間） 髙橋　潤

科　目　名 学科／学年 授業形態

パソコン演習 ネット動画クリエイター学科/1年 講義



年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

8回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

評価率 その他

80.0%
20.0%

教科書・教材 評価基準

オリジナルスライド
映画監督が教える また観たい! と思わせる動画の法則

課題・レポート
出席・授業態度

日常動画の制作 Vlogなどの日常動作の動画の企画・撮影

プレゼンテーション動画の制作 プレゼンテーション動画の企画・撮影

おすすめ紹介動画の制作 おすすめ紹介動画の企画・撮影

商品紹介動画の制作 商品レビューなど商品紹介動画の企画・撮影

ハウツー動画の制作 ハウツー動画の企画・撮影

動画制作のための基礎知識 動画の基礎知識、動画制作のワークフロー

YouTubeチャンネルの開設 YouTubeチャンネルの開設・動画アップロード

インタビュー動画の制作 自己紹介・他己紹介動画の企画・撮影

有 複数企業、官公庁の動画制作に携わっている

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

授　業　の　概　要

動画制作の一連の流れ「企画・撮影・編集・発信」を習得する
テーマに応じた様々な動画を制作することで、動画制作スキルを身につける

授業終了時の到達目標

・動画制作に必要な基本的な知識、スキルを身につける

実務経験有無 実務経験内容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

270分 2単位（48時間） 髙橋　潤

科　目　名 学科／学年 授業形態

動画制作基礎 ネット動画クリエイター学科/1年 演習



年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

8回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

評価率 その他

80.0%
20.0%

教科書・教材 評価基準

オリジナルスライド 課題・レポート
出席・授業態度

プレゼンテーション動画の編集 PC画面録画・スライド動画の編集

YouTubeでの編集 サムネイル作成・YouTube上での編集

商品紹介動画の編集 テロップ・効果音の挿入

ハウツー動画の編集 タイトルテロップの作成

日常動画の編集 カラー補正

Adobe Premiereの基本操作 Adobe Premiereの基本操作方法

インタビュー動画の編集 カット、音量の調整、エフェクト

おすすめ紹介動画の編集 BGMの挿入・選び方

有 複数企業、官公庁の動画制作に携わっている

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

授　業　の　概　要

Adobe Premiereの基本操作と動画編集の知識を習得し、
より効果的な演出や視覚的な表現方法を身につける。

授業終了時の到達目標

・動画制作に必要なAdobe Premiereの操作スキルを身につける

実務経験有無 実務経験内容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

270分 2単位（48時間） 髙橋　潤

科　目　名 学科／学年 授業形態

動画編集基礎 ネット動画クリエイター学科/1年 演習



年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

8回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

評価率 その他

80.0%

20.0%

科　目　名 学科／学年 授業形態

ライブ配信基礎 ネット動画クリエイター学科/1年 演習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

270分 2単位（48時間） 髙橋　潤

授　業　の　概　要

インターネットライブ配信の手法を学び、
企画番組や学校イベントをライブ配信し、現場で必要なスキルを身につける。

授業終了時の到達目標

・ライブ配信に必要な機材の扱い方、配信方法を身につける

実務経験有無 実務経験内容

有 香川県を中心に行政関連イベントなど多数のオンライン配信業務に携わる

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

ライブ配信の基本 ライブ配信に必要なモノの基本知識を学ぶ

ライブ配信の機器 ライブ配信に必要な機器と操作方法を学ぶ

ライブ配信のプランニング ライブ配信に必要なプラン・準備について学ぶ

ライブ配信の目標と指標 ライブ配信の目標設定や指標について学ぶ

ライブ配信ツール ライブ配信の配信ツールやプラットフォームについて学ぶ

課題制作① 学んだ内容を活かし、実際にライブ配信を行う

ライブ配信ハンドブック
オリジナルスライド

課題・レポート

出席・授業態度

課題制作② 学んだ内容を活かし、実際にライブ配信を行う

課題制作③ 学んだ内容を活かし、実際にライブ配信を行う

教科書・教材 評価基準



年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

12回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

評価率 その他

80.0%
20.0%

教科書・教材 評価基準

・SNSマーケティングのやさしい教科書 レポート・課題提出
出席・授業態度

SNSキャンペーンの作成 学んだ内容を活かしSNSでのキャンペーンを作成する

SNSキャンペーンの作成 学んだ内容を活かしSNSでのキャンペーンを作成する

最終レポート SNSキャンペーンプランをレポートにまとめる

LINEマーケティング LINEの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

TikTokマーケティング TikTokの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

SNSマーケティングの分析と改善 SNSマーケティングの運用効果を高める方法を学ぶ

Twitterマーケティング Twitterの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

Instagramマーケティング Instagramの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

YouTubeマーケティング YouTubeの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

SNSの基本 SNSの現状、活用方法の概要について学ぶ

各種SNSの使い方 各種SNSの機能と操作方法を学ぶ

Facebookマーケティング Facebookの活用方法、データ分析、運用について学ぶ

有 複数企業のWebマーケティングの企画提案運用を行う

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

授　業　の　概　要

各種SNSの特徴や活用方法を学び、情報発信力を身につける

授業終了時の到達目標

各種SNSの特徴や活用方法を習得し、適切な活用方法を身につける

実務経験有無 実務経験内容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 1単位（24時間） 髙橋　潤

科　目　名 学科／学年 授業形態

SNS基礎 ネット動画クリエイター学科/1年 講義



年度／時期

2022/前期

コマ数 必須・選択

57コマ 必須

コマ

1～9

10～18

19～27

28～36

37～45

46～57

評価率 その他

70.0%
30.0%

科　目　名 学科／学年 授業形態

総合動画実務１ ネット動画クリエイター学科/1年 演習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 ４単位（114時間） 髙橋　潤

授　業　の　概　要

講義および演習を通して、動画制作の一連の流れ「企画・提案・撮影・編集・発信」を習得する。
クライアントワークをはじめ、テーマに応じた様々な動画を制作することで、動画制作スキルを身につける。

授業終了時の到達目標

・動画制作の一連の流れ「企画・提案・撮影・編集・発信」を習得する
・クライアントの意図を汲み取り、的確な動画制作をし、動画の制作力を高める

実務経験有無 実務経験内容

有 複数企業、官公庁の動画制作に携わっている

時間外に必要な学修

日々目にする動画を参考資料として収集し分析を行った上、各自ファイルにまとめる。

テ　ー　マ 内　　　　容

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

教科書・教材 評価基準

オリジナルスライド
動画教材

課題・レポート
出席・授業態度



年度／時期
2022/前期

回数 必須・選択
12回 必須

回
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

評価率 その他
５０５０

教科書・教材 評価基準
IllustratorQuickMaster（ウィネット）PhotoshopQuickMaster（ウィネット） 課題１課題２

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ3 写真の修整、合成・・・怪獣をつくってみよう

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ４ 課題２：サムネの作成

まとめ 課題２：提出

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ７
課題１の提出：出力、パネルの作成

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ１ 解像度の話、基本操作１

Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ２ 基本操作２

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ４ 応用操作①模様を作ってみよう（スウォッチ）グラデーション、アピアランス番組タイトルの作成

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ５ 応用操作②文字の基礎＆応用　料理番組レシピ

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ６ 課題１：学校周辺地図のフリップ作成

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ１ どんなことができるようになってほしいか。イラレのはじめ基本操作①

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ２ 基本操作②

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ３ 基本操作③ペンツール・パスの練習

なし

時間外に必要な学修
普段目にしている映像の上にのっている文字や、画像について、自分が作るとしたらどんなデザインにするかな？という目でみて、常に研究してほしい。

テ ー マ 内 容

授 業 の 概 要
Illustrator,Photoshopの基本的な使い方を解説します。この授業を通じて、出力形式によるカラーモードの違いや、解像度の違いについて理解を深めてほしいと思います。

授業終了時の到達目標
（到達目標）
（基本目標＝Ｃ評価以上）
・教員の解説に従って、アプリケーションの操作を完成させることができる。
（標準目標＝Ｂ評価以上）
・アプリケーションの操作方法を理解し、自力で作品を完成させることができる。
・課題提出の締め切りを守ることができる。
（発展的目標＝A評価）
・課されている制作に対して、自分なりの工夫を施し、オリジナリティある作品制作ができている。

実務経験有無 実務経験内容

授業時間 授業時数 担当教員
１８０ ４８時間/２単位 田中直美

科 目 名 学科／学年 授業形態
コンピューターグラフィックス ネット動画クリエイター学科1年 演習



年度／時期
2022／前期
必須・選択

必須

回

評価率 その他
100% 毎週　週報でコ

ミュニケーション
をとります

　課題①履歴書作成

教科書・教材 評価基準
到達目標に即してプロセ
ス
及び到達度で評価する

　求人票の見方 　求人票を見るポイント

　履歴書完成 　履歴書の清書を行い完成
　インターンシップの目的を理解する

　社会人基礎の目的
　授業の取り組み方・印象
　将来の自分の姿を考える

種田真幸 / 田中宏樹

授　業　の　概　要
所属する学科の将来像として想定される業界で必要とされる人材像や関連知識，就職活動に
必要な基本的知識とスキルを課題形式で習得する．さらに，所属学科に関連した学習の定着
について学科講師と共有し，フィードバックを得ながら視野を広げ，学び続ける習慣の基礎づ
くりとする．また，学習記録を取ることにより社会人としての報告の習慣を養うとともに，自己管
理能力への意識を高める．

科　目　名 学科／学年 授業形態
社会人基礎1 ネット動画クリエイター学科/1年 講義

担当教員授業時数
30時間・１単位

授業終了時の到達目標
（基本目標：C評価以上）
・就職キャリアセンターから与えられた課題や提出物を滞りなく提出する

（標準目標：B評価以上）
・教員を職場の上司や先輩と仮定し，適切な対応で相談と報告ができる

（発展的目標：A評価）
・学習記録を滞りなく報告し，学科担当教員から助言を受け，改善に生かすことができる
・就職キャリアセンターと就職活動に向けての準備を整えることができる

実務経験有 実務経験内容
有 種田真幸： 企業にて品質管理・人材教育育成を担当

田中宏樹： 映像制作会社の勤務経験有り。これまでの様々な経験で得た知識・技術を
具体例をあげて学生に伝える。

時間外に必要な学修
会社説明会の積極的な参加及び情報収集
企業活動や社会的な出来事に関心を持ち，学んでいる分野との関連や見通しについて考え
日常の課題に生かす

テ　ー　マ 内　　　　容
・就職キャリアセンターによる就活準備指導を毎週半コ
マ実施

キャリア支援と学習支援

　インターンシップについて
　企業研究と仕事研究 　企業情報の探し方

　自己PR文作成 　自己PR文の書き方と作成（2つ）
　履歴書作成 　趣味特技・特記事項を考える
　履歴書作成 　資格・免許・検定などの書き方を知る

　履歴書作成
　自分のことを知る
　自分のことを知る
　自己PR文作成 　自己PR文の書き方と作成（2つ）

　将来のことを考えるための自己理解
　長所と短所を知る

　履歴書の意味と書き方（左半分下書き）
　左半分清書

・学科担当教員による学習支援を毎週半コマ実施

　前期の授業内容紹介
　出席・メモ・スケジュール管理
　2年間の学生生活を考える



年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

８回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

評価率 その他

80.0%

20.0%

教科書・教材 評価基準

オリジナルスライド
動画でわかるカット割りの教科書

課題・レポート

出席・授業態度

音声コンテンツの制作 音声コンテンツの制作、活用、配信

オンラインを活用した動画の制作 オンラインコンテンツを活用した動画の作成

ストップモーション動画の制作 ストップモーションの撮影・制作方法、活用方法、動画制作

シネマグラフ動画の制作 シネマグラフの撮影・制作方法、活用方法、動画制作

バーチャルキャラクターの制作 バーチャルキャラクターの制作、活用方法、動画制作

クロマキー合成を活用した動画の制作 クロマキー合成の方法、活用方法、動画制作

タイムラプス動画の制作 タイムラプスの撮影・制作方法、活用方法、動画制作

スローモーション動画の制作 スローモーションの撮影・制作方法、活用方法、動画制作

有 複数企業、官公庁の動画制作に携わっている

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

授　業　の　概　要

動画制作の一連の流れ「企画・撮影・編集・発信」を習得する
テーマに応じた様々な動画を制作することで、動画制作スキルを身につける

授業終了時の到達目標

・動画制作に必要な基本的な知識、スキルを身につける

実務経験有無 実務経験内容

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

270分 ２単位（48時間） 髙橋　潤

科　目　名 学科／学年 授業形態

動画制作演習 ネット動画クリエイター学科/1年 演習



年度／時期

2022/前期

回数 必須・選択

8回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

評価率 その他

80.0%

20.0%

科　目　名 学科／学年 授業形態

動画編集演習 ネット動画クリエイター学科/1年 演習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

270分 ２単位（48時間） 髙橋　潤

授　業　の　概　要

Adobe AfterEffectsの基本操作と動画編集の知識を習得し、
より効果的な演出や視覚的な表現方法を身につける。

授業終了時の到達目標

・動画制作に必要なAdobe Aftereffectsの操作スキルを身につける

実務経験有無 実務経験内容

有 複数企業、官公庁の動画制作に携わっている

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

Adobe Aftereffectsの基本操作 Adobe Aftereffectsの基本操作方法

アニメーションの作成 簡単なアニメーションの作成

テキストアニメーションの作成 様々なテキストアニメーションの作成

ロゴアニメーションの作成 作成したロゴのアニメーションを作成

キャラクターアニメーションの作成 キャラクターを動かすアニメーションの作成

グラフィックアニメーションの作成 グラフィックを用いたアニメーションの作成

カメラアクションの作成 カメラを活用したアニメーションの作成

総合的なアニメーションの作成 習得した編集方法を用いた総合的なアニメーションの作成

教科書・教材 評価基準

オリジナルスライド 課題・レポート

出席・授業態度



年度／時期

2022/後期

回数 必須・選択

8回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

評価率 その他

80.0%

20.0%

科　目　名 学科／学年 授業形態

Web制作基礎 ネット動画クリエイター学科/1年 演習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

270分 2単位（48時間） 髙橋　潤

授　業　の　概　要

Webデザイン制作の基本を理解し、HTMLコーディングを学習し、Webを活用した情報発信のスキルを身につける。

授業終了時の到達目標

・HTML、CSSのコーディングスキルを習得する
・Webサイトの仕組みを理解し、自身でWebサイトを構築できる

実務経験有無 実務経験内容

有 ・Web制作歴20年。香川県内Web制作会社にて数多くのWebサイト制作を行っている。

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

Webサイトの基本 Webサイトの基本知識について知る

HTMLの基本 Webサイトの基本構造をHTMLで作る

CSSの基本 WebサイトのデザインをCSSで作る

フルスクリーンのWebサイト制作 フルスクリーンのWebサイトを作る

2カラムのWebサイト制作 2カラムのWebサイトを作る

タイル型のWebサイト制作 タイル型のWebサイトを作る

外部メディアの利用 フォーム、プラグインをWebサイトに埋め込む

総合まとめサイト制作 オリジナルWebサイトの制作

教科書・教材 評価基準

オリジナルスライド 課題・レポート

出席・授業態度



年度／時期

2022/後期

回数 必須・選択

12回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

評価率 その他

80.0%
20.0%

科　目　名 学科／学年 授業形態

SNS演習 ネット動画クリエイター学科/1年 演習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 １単位（24時間） 髙橋　潤

授　業　の　概　要

各種SNSの特徴や活用方法を学び、情報発信力を身につけ、自ら投稿し、
結果（インサイト）を分析し、改善を重ねることでインフルエンサーとしての情報発信力を身につける。

授業終了時の到達目標

各種SNSの特徴や活用方法を習得し、適切な活用方法を身につける
インサイトを活用した分析、改善方法を身につける

実務経験有無 実務経験内容

有 複数企業のWebマーケティングの企画提案運用を行う

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

SNSマーケティングの基本 SNSマーケティングの基本的な考え方について学ぶ

SNSマーケティングの目標設定 KGI・KPIの設定の仕方

SNSマーケティングのターゲット設定 ペルソナの作成

SNSアカウントの運用 運用ポリシー、運用マニュアルの作成

SNSのコンテンツ制作 SNSにおけるコンテンツの作り方

SNSのコンテンツ分析 SNS投稿の効果測定

SNS広告 SNS広告の基本的な特徴

SNSアカウントの運用① SNSアカウントの運用プランを作成する

SNSアカウントの運用② SNSアカウントで実際に投稿する

SNSアカウントの運用③ SNSアカウントの運用結果を分析する

SNSアカウントの運用④ SNSアカウントの運用結果から改善プランを作成する

最終レポート SNS運用状況をレポートにまとめる

教科書・教材 評価基準

デジタル時代の基礎知識　SNSマーケティング
第2版

レポート・課題提出
出席・授業態度



年度／時期

2022/後期

回数 必須・選択

12回 必須

回

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

評価率 その他

80.0%
20.0%

科　目　名 学科／学年 授業形態

Webマーケティング基礎 ネット動画クリエイター学科/1年 講義

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

90分 １単位（24時間） 髙橋　潤

授　業　の　概　要

Webマーケティングに必要な知識や手法を学び、効果的な情報発信方法を学ぶ

授業終了時の到達目標

Webマーケティングに必要な基本的な知識を習得する

実務経験有無 実務経験内容

有 複数企業のWebマーケティングの企画提案運用を行う

時間外に必要な学修

テ　ー　マ 内　　　　容

Webマーケティングの基本 Webマーケティングの現状、活用方法の概要について学ぶ

SEO（検索エンジン最適化） SEO（検索エンジン最適化）の現状、活用方法を学ぶ

SEM（検索エンジンマーケティング） SEM（検索エンジンマーケティング）の現状、活用方法を学ぶ

Web広告 Web広告の現状、運用方法を学ぶ

マーケティングの基本 マーケティング全般の概要を学ぶ

ニーズの理解 市場、顧客のニーズを理解する

顧客の理解 既存顧客、新規顧客

市場の理解 3C分析、市場規模の算出、市場の魅力

フレームワークの活用 SWOT分析、バリューチェーン分析、STPの策定

マーケティングのリサーチ手法 マーケティングリサーチの概要、手法を学ぶ

PR活動の基本 PRの定義、役割など基本を学ぶ

最終レポート マーケティングプランをレポートにまとめる

教科書・教材 評価基準

いちばんやさしいマーケティングの教本 レポート・課題提出
出席・授業態度



年度／時期

2022/後期

回数 必須・選択

19回 必須

回

1～3

4～6

7～9

10～13

14～16

17～19

評価率 その他

70.0%
30.0%

科　目　名 学科／学年 授業形態

総合動画実務2 ネット動画クリエイター学科/1年 演習

授業時間 単位数（時間数） 担当教員

270分 ５単位（114時間） 髙橋　潤

授　業　の　概　要

講義および演習を通して、動画制作の一連の流れ「企画・提案・撮影・編集・発信」を習得する。
クライアントワークをはじめ、テーマに応じた様々な動画を制作することで、動画制作スキルを身につける。

授業終了時の到達目標

・動画制作の一連の流れ「企画・提案・撮影・編集・発信」を習得する
・クライアントの意図を汲み取り、的確な動画制作をし、動画の制作力を高める

実務経験有無 実務経験内容

有 複数企業、官公庁の動画制作に携わっている

時間外に必要な学修

日々目にする動画を参考資料として収集し分析を行った上、各自ファイルにまとめる。

テ　ー　マ 内　　　　容

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

課題制作 課題発表、プラン作成、プレゼン、制作

教科書・教材 評価基準

オリジナルスライド
動画教材

課題・レポート
出席・授業態度



年度／時期

２０２２/後期

コマ数 必須・選択

３６コマ 必須

回

1-10

11-20

21-30

３１

３２ー３４

３５

評価率 その他

５０％

５０％

普段何気なく見ている動
画にも、工夫されている
点がいっぱいあります。
注意して見てみてくださ
い。

科　目　名 学科／学年 授業形態

修了制作 ネット動画クリエイター学科/1年 演習

授業時間 授業時数 担当教員

１８０分 ７０時間・２単位 田中直美

授　業　の　概　要

１年間で学んだ映像知識・技術の総決算として、映像作品を制作する。

授業終了時の到達目標

１、自分で目的を設定し、目的達成のための映像作品を企画する。
２，企画内容を、他者にもわかりやすい企画書にまとめ、担当教員に理解を得ながら、相談して制作に取り組める。
３，これまでに習得した技術を駆使して、オリジナルな素材（映像・静止画・音楽ほか）を準備することができる。
４、自分の用意した素材を編集し、スケジュール管理に取り組み、締め切りまでに動画を完成させることができる

実務経験有無 実務経験内容

有 愛媛CATVにて9年間番組制作に携わる。企画、取材、撮影、編集全般を担当。

時間外に必要な学修

授業時間外での取材や、撮影が必要となるかもしれません。

テ　ー　マ 内　　　　容

制作動画の企画をたてる 何のための動画なのか？どうやって作るのか？

素材の準備、スケジュール 映像のための素材の準備、スケジュールをたてる

撮影＆編集 撮影や編集の作業

教科書・教材 評価基準

企画書

完成動画

提出１回目 仮編集動画のチェック

修正作業

提出２回目：講評会 完成動画の提出、プレゼンテーション



年度／時期
2022／後期
必須・選択

必須

回

評価率 その他
100% 毎週　週報でコ

ミュニケーション
をとります

授業時数 担当教員
66時間・２単位 田中宏樹　種田真幸　岡田拓磨

科　目　名 学科／学年 授業形態
社会人基礎2 全学科 講義

授　業　の　概　要
所属する学科の将来像として想定される業界で必要とされる人材像や関連知識，就職活動
に必要な基本的知識とスキルを課題形式で習得する．さらに，所属学科に関連した学習の
定着について学科講師と共有し，フィードバックを得ながら視野を広げ，学び続ける習慣の
基礎づくりとする．また，学習記録を取ることにより社会人としての報告の習慣を養うととも
に，自己管理能力への意識を高める．

授業終了時の到達目標
（基本目標：C評価以上）
・就職キャリアセンターから与えられた課題や提出物を滞りなく提出する

（標準目標：B評価以上）
・教員を職場の上司や先輩と仮定し，適切な対応で相談と報告ができる

（発展的目標：A評価）
・学習記録を滞りなく報告し，学科担当教員から助言を受け，改善に生かすことができる
・就職キャリアセンターと就職活動に向けての準備を整えることができる

実務経験有 実務経験内容

時間外に必要な学修
会社説明会の積極的な参加及び情報収集
企業活動や社会的な出来事に関心を持ち，学んでいる分野との関連や見通しについて考
え日常の課題に生かす

テ　ー　マ 内　　　　容
キャリア支援と学習支援 ・就職キャリアセンターによる就活準備指導を毎週

・学科担当教員による学習支援を毎週半コマ実施

　後期授業について 　後期の授業内容紹介
　職業理解 　課題②興味のある仕事を探す
　職業理解 　課題②興味のある仕事を探す
　職業理解 　課題②興味のある仕事を探す
　職業理解 　会社訪問/説明会のルール
　職業理解 　志望動機を考える・ポートフォリオ作成の注意点
　職業理解 　志望動機を考える・ポートフォリオ作成の注意点
　面接対策 　面接で聞かれることを知る／面接の種類
　就職活動穴吹ルール 　必要書類について理解

教科書・教材 評価基準
到達目標に即してプロ
セス
及び到達度で評価する

　進路面談
　進路面談
　進路面談

　進路調査票について 　進路調査票の記入
　進路調査票について 　進路調査票の記入／進路面談
　進路面談
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