
「専門ゼミナール（マルチメディア）」では、教材となるソフトウェアとして
UnityやTouchDesignerを用い、プログラミングの構造や技術的な考
え方を学びながら自らのアイデアと結びつけてインタラクティブな作品を
制作します。その作品をWebサイトやパソコン上で動くアプリとして鑑賞
することで、現代の日常的な映像体験を原理的に考察する力が養われます。

「放送・映像メディア研究 A」では、学生がグループでラジオ番組を企画し、
学内のスタジオで収録します。完成した番組は、年度末の上映・展示会
で学内外に向けて発表。リスナーからのフィードバックを次の制作に役立
てます。授業では海外のラジオ局に勤務する記者や放送作家など、業界
の最前線で活躍するゲスト講師も登場。ホットな話題を披露します。

学びのキーワード
マスメディア学 映 像メディア学 映 画 学 We b 情 報 学 広 告 学 アニメ・3DCG学 コンテンツ・プロデュース学

映像を通じて、“考えること”を学ぶ。
日常生活に映像が浸透し、機器もソフトウェアも充実している現在、映像を制作するた
めの技術を学ぶだけにとどまるわけにはいきません。社会をみつめ、自分自身の課題と
結びつけて、どのように伝えるべきか考え抜く。その姿勢の重要性は放送でも、映画でも、
Webを通しても、アニメや3DCGでも、先端的メディアを土台にしても変わりません。放送・
映像メディアコースの創設当初から大切にしてきた「映像制作を通して考える力を養う」
ことを通じて、何かを実感して終わるのではなく、変化し続ける社会に立ち向かうことの
できる人材を育成します。

表 現 学 部  表 現 文 化 学 科

放送・映像メディアコース
FACULTY OF COMMUNICATION AND CULTURE

DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND CULTURE
BROADCASTING AND IMAGING ARTS COURSE

放送・映像メディアコースの魅力

映画、放送、アニメ、CG、Webなど、当コースで学べる映像表現の形式は様々です。
映像で伝えられることの可能性をさらに拡大していけるように、私はプログラミングやセンサー
などの技術的な側面を授業に取り入れています。そのようなスキルアップとともに、作品
制作にとっては何をどのように伝えたいかを考え抜く姿勢も重要です。映像を観るだけで
なく、書籍を読み、議論し、言葉によって論理的に思考を整理していくことが、創作力の
飛躍にもつながります。

表現文化学科

的場 真唯 専任講師

伝えるための技術と思考、
その両輪が大切

学びの最前線TOPICS

●  何よりも放送・映像メディアに強い関心を持ち、
多くの放送・映像作品を鑑賞している人

●  将来、放送・映像メディア業界に進みたい
と考えている人

●  単に「映像が好きだ」でとどまるのではなく、
創作する行為への意識を高められる人

●  既存のメディアの制作物に満足せず、新たな
作品や価値を生み出していく意欲のある人

こんなキミに学んでほしい

● 就職実績（過去3年間）※旧  放送・映像表現コースの実績

株式会社アイレップ／ AOI TYO Holdings 株式会社／ AKITA メディアテクノロ
ジーズ株式会社／株式会社オニオン／GMOインターネット株式会社／株式会社
JOETSU／株式会社白川プロ／株式会社すずまる／株式会社TBSスパークル／株
式会社 NexTone ／株式会社 Boundary ／株式会社博報堂プロダクツ／株式会社
ビームス／株式会社ビジュアルバンク／株式会社フジアール／株式会社プラザク
リエイト本社／株式会社星野リゾート・マネジメント／株式会社メディアコミュ
ニケーションズ／株式会社レイ（五十音順）

ドラマ制作のワークショップでは、シナリオの構造を学ん
だ後、学生同士でペアを組んで脚本をつくり、作品を完
成させました。ペアを組んだ学生とは、当初はスムーズに
話し合いが進みませんでしたが、誰かと協力して作品づく
りをすることの難しさも含めたやりがいやおもしろさを知り、
完成時には大きな達成感を味わうことができました。本コー
スの学生の多くは、自分の好きなものが明確で、個性が
強い印象を受けますが、周囲の意見にも耳を傾け、お互
いのアイデアを尊重しながら刺激し合える関係が築かれて
いると思います。また、業界の第一線で活躍する先生方
の話もとても興味深く、世界が大きく広がりました。作品
づくりに込められた人々の思い、友人や先生方のアイデア
……。本コースで学んだことのすべてが、私を突き動かす
原動力になっています。

 時間割の一例（3年次）

在学生に聞く 放送・映像メディアコースの学び

VOICE

荻野 萌実 さん
表現文化学科 放送・映像表現コース

（現 放送・映像メディアコース）4年
千葉県立我孫子高等学校 出身

知れば知るほど
作品づくりの世界は広がる

MON TUE WED THU FRI SAT

1
WS

（放送・映像）III2 表現マネジメント
研究A

3 メディア
表現研究A 広告論A

4 ウェブ表現
研究A

5

6

● 4年間の学びの流れ

38 39



「専門ゼミナール（マルチメディア）」では、教材となるソフトウェアとして
UnityやTouchDesignerを用い、プログラミングの構造や技術的な考
え方を学びながら自らのアイデアと結びつけてインタラクティブな作品を
制作します。その作品をWebサイトやパソコン上で動くアプリとして鑑賞
することで、現代の日常的な映像体験を原理的に考察する力が養われます。

「放送・映像メディア研究 A」では、学生がグループでラジオ番組を企画し、
学内のスタジオで収録します。完成した番組は、年度末の上映・展示会
で学内外に向けて発表。リスナーからのフィードバックを次の制作に役立
てます。授業では海外のラジオ局に勤務する記者や放送作家など、業界
の最前線で活躍するゲスト講師も登場。ホットな話題を披露します。

学びのキーワード
マスメディア学 映 像メディア学 映 画 学 We b 情 報 学 広 告 学 アニメ・3DCG学 コンテンツ・プロデュース学

映像を通じて、“考えること”を学ぶ。
日常生活に映像が浸透し、機器もソフトウェアも充実している現在、映像を制作するた
めの技術を学ぶだけにとどまるわけにはいきません。社会をみつめ、自分自身の課題と
結びつけて、どのように伝えるべきか考え抜く。その姿勢の重要性は放送でも、映画でも、
Webを通しても、アニメや3DCGでも、先端的メディアを土台にしても変わりません。放送・
映像メディアコースの創設当初から大切にしてきた「映像制作を通して考える力を養う」
ことを通じて、何かを実感して終わるのではなく、変化し続ける社会に立ち向かうことの
できる人材を育成します。

表 現 学 部  表 現 文 化 学 科

放送・映像メディアコース
FACULTY OF COMMUNICATION AND CULTURE

DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND CULTURE
BROADCASTING AND IMAGING ARTS COURSE

放送・映像メディアコースの魅力

映画、放送、アニメ、CG、Webなど、当コースで学べる映像表現の形式は様々です。
映像で伝えられることの可能性をさらに拡大していけるように、私はプログラミングやセンサー
などの技術的な側面を授業に取り入れています。そのようなスキルアップとともに、作品
制作にとっては何をどのように伝えたいかを考え抜く姿勢も重要です。映像を観るだけで
なく、書籍を読み、議論し、言葉によって論理的に思考を整理していくことが、創作力の
飛躍にもつながります。

表現文化学科

的場 真唯 専任講師

伝えるための技術と思考、
その両輪が大切

学びの最前線TOPICS

●  何よりも放送・映像メディアに強い関心を持ち、
多くの放送・映像作品を鑑賞している人

●  将来、放送・映像メディア業界に進みたい
と考えている人

●  単に「映像が好きだ」でとどまるのではなく、
創作する行為への意識を高められる人

●  既存のメディアの制作物に満足せず、新たな
作品や価値を生み出していく意欲のある人

こんなキミに学んでほしい

● 就職実績（過去3年間）※旧  放送・映像表現コースの実績

株式会社アイレップ／ AOI TYO Holdings 株式会社／ AKITA メディアテクノロ
ジーズ株式会社／株式会社オニオン／GMOインターネット株式会社／株式会社
JOETSU／株式会社白川プロ／株式会社すずまる／株式会社TBSスパークル／株
式会社 NexTone ／株式会社 Boundary ／株式会社博報堂プロダクツ／株式会社
ビームス／株式会社ビジュアルバンク／株式会社フジアール／株式会社プラザク
リエイト本社／株式会社星野リゾート・マネジメント／株式会社メディアコミュ
ニケーションズ／株式会社レイ（五十音順）

ドラマ制作のワークショップでは、シナリオの構造を学ん
だ後、学生同士でペアを組んで脚本をつくり、作品を完
成させました。ペアを組んだ学生とは、当初はスムーズに
話し合いが進みませんでしたが、誰かと協力して作品づく
りをすることの難しさも含めたやりがいやおもしろさを知り、
完成時には大きな達成感を味わうことができました。本コー
スの学生の多くは、自分の好きなものが明確で、個性が
強い印象を受けますが、周囲の意見にも耳を傾け、お互
いのアイデアを尊重しながら刺激し合える関係が築かれて
いると思います。また、業界の第一線で活躍する先生方
の話もとても興味深く、世界が大きく広がりました。作品
づくりに込められた人々の思い、友人や先生方のアイデア
……。本コースで学んだことのすべてが、私を突き動かす
原動力になっています。

 時間割の一例（3年次）

在学生に聞く 放送・映像メディアコースの学び

VOICE

荻野 萌実 さん
表現文化学科 放送・映像表現コース

（現 放送・映像メディアコース）4年
千葉県立我孫子高等学校 出身

知れば知るほど
作品づくりの世界は広がる

MON TUE WED THU FRI SAT

1
WS

（放送・映像）III2 表現マネジメント
研究A

3 メディア
表現研究A 広告論A

4 ウェブ表現
研究A

5

6

● 4年間の学びの流れ

38 39




