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愛知県立大学におけるフィールドワーク教育実践報告： 	 

「学生のための映像制作ワークショップ」3 カ年の取り組み（2012-2014）	 

亀井伸孝 	 

	 

1 . 	 はじめに：本報告の目的と背景 	 

	 本報告は、2012 年度から 2014 年度にかけて、愛知県立大学において連続的に実施され

た「学生のための映像制作ワークショップ」の概要を記録するとともに、その達成と課題

を示すことを目的とする。 	 

	 グローバル化が進行する今日、大学教育においてどのような人材を育成すべきかの議論

が盛んに行われている。中央教育審議会は「学士力」に関する答申のなかで、知識のほか

にコミュニケーション・スキルや問題解決能力などの汎用的技能が重要であると指摘して

いる。また、グローバル人材育成推進会議は、今後求められる「グローバル人材」に期待

される要素として、語学力のほかに、主体性・積極性、チャレンジ精神、課題発見・解決

能力などを挙げている。講義室における知識偏重の教育にとどまらず、PBL（Problem	 Based	 

Learning	 ないし 	 Project-Based	 Learning	 ［課題解決型学習］）の要素を含む体験的、実

践的な教育への関心が強まりつつある。 	 

	 本学でも、外国語学部を中心に、世界に通用する人材の育成を目指した教育を行ってい

る。このためには、語学力のほか、世界各地を実際に訪れ、自身の体験とコミュニケーシ

ョンを通じて異文化理解を深めるという、フィールドワークの技法とセンスをつちかうこ

とが欠かせない。さらに、現地で事象をただ見聞きするだけではなく、調査倫理をふまえ

つつ客観的な方法で記録し、明快に表現し、社会への成果還元を行うという一連のプロセ

スを身につける必要がある。このような方針に沿って、本学におけるフィールドワーク教

育の振興を検討し、実施に移してきた。 	 

	 本教育実践では、映像を中心とした調査技法の習熟を中心としている。近年、技術革新

にともなってさまざまな新しい機器が開発され、文字、音声、写真だけでなく、動画が手

軽な記録方法として日常生活にも浸透している。フィールドワークの分野でも、映像技術

を使いこなすことは重要なリテラシーの一部と見なされる傾向がある。 	 

	 しかし、調査の一環として映像技術を使いこなすためには、データの収集・編集の方法

や、関連する調査倫理について学ぶことが必要である。本事業は、学生たちが映像を研究

のための調査法、表現法のひとつとして適切に使えるようになることを目指している。 	 

	 

2 . 	 3 カ年の実施概要（ 201 2 年度~ 201 4 年度） 	 

	 2011 年度に、本教育事業の着想が練られた。その後、2 カ年にわたって以下の補助金を

受けて実施された（いずれも単年度当たり 100 万円の助成）。 	 

（1） 	 愛知県立大学教育・研究活性化推進費事業「映像技術を活用したフィールドワーク

教育の振興」(2012 年度採択,	 代表者:	 亀井伸孝 	 [愛知県立大学外国語学部准教

授])	 

（2） 	 愛知県立大学教育・研究活性化推進費事業「映像技術を中心としたフィールドワー

ク技法の教育と成果の社会還元」(2013 年度採択,	 代表者:	 亀井伸孝 	 [愛知県立大

学外国語学部准教授])	 

	 2013 年度末で補助金は終了したため、2014 年度は国際関係学科の授業「研究演習（国際

文化）」の一環として小規模な形で実施した。 	 

	 主な支出の費目を挙げる。1 年目は、約 30％を講師旅費・謝金に、約 70％を機材購入・

整備に当てた。2 年目は、約 30％を講師旅費・謝金に、約 50％を大学合同上映会の開催費

として用い、約 20％を機材購入・整備に当てた。 	 

	 2014 年度は、E 棟 506 研究室を「映像制作実習室」として用いる許可を得て、これらの
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映像機材整理と保管、映像編集環境の整備を行った。 	 

	 以下では、年度ごとに実施状況を簡潔に紹介していく。 	 

	 

3 . 	 2 0 1 2 年度のワークショップ実施状況 	 

	 最初の 2012 年度は、手探りの状況から始まったため、映像人類学の教育・研究を実践し

ている複数の研究者、教員を訪ね、大学での施設見学などをするとともに、出講を依頼し

た。映像の理論面と実践的制作技術面の両方を重視したプログラムを作成した（資料 1）。	 

	 呼びかけ対象は、外国語学部および大学院国際文化研究科の学生であり、約 30 人の学生

たちが参加した。映像制作はグループワークとし、2~3 人で 1 テーマの作品を創ることと

した。最終的に、7 グループ（14 人）による 7 作品が完成、学内で上映会を実施した。 	 

	 ゼロからのスタートであり、講師の人選や機材の選定から始めたことで、さまざまな時

間的負担も伴ったが、最後の完成、上映会まで完遂したことは大きな達成となった。 	 

	 

4 . 	 2 0 1 3 年度のワークショップ実施状況 	 

	 2013 年度は、2 年目ということもあり、いくぶん慣れた環境からのスタートであった。

充実した機材と、すでに築いた講師人脈を活かして、円滑にプログラムをスタートさせる

ことができた（資料 2-1）。今回も呼びかけ対象としては、外国語学部および大学院国際文

化研究科の学生であったが、他学部の希望者も個別に受け入れることとし、日本文化学部

歴史文化学科の学生たちが参加した。 	 

	 さらに、2 年目の特色として、愛知県立大学グローバル人材育成プログラム事業におけ

るインターンシップ「県大プロモーション映像作品の制作プロジェクト」の学生をあわせ

て受け入れることとした。「A:	 撮影・編集」「B:	 字幕翻訳」の二つの科目を設置して、2013

年 6 月から学生を募集し、国際関係学科とヨーロッパ学科スペイン語圏専攻の計 9 人の学

生が参加した。これらのグループは、大学 PR のための多言語版動画の作成・公開を行った。

これらの合流者を含め、参加者は約 30 人となった。 	 

	 また、2 年目は映像制作のテーマは自由としながらも、あるていどの国際性を共通コン

セプトとし、「海外の文化を日本に紹介する」あるいは「日本の文化を海外に紹介する」の

いずれかを念頭に置いて撮影編集に取り組むこととした。前年に引き続き、映像制作はグ

ループワークとし、2~3 人で 1 テーマの作品を創ることとした。 	 

	 自由制作部門では、合計 8 グループ（17 人）による 8 件の映像作品が完成し、学内で上

映、合評会を行った。また、県大プロモーション映像作品の部門では、「愛知県立大学:	 県

大生一日密着編」「愛知県立大学:	 学部・学科紹介編」「愛知県立大学:	 県大祭編」の 3 件

の映像作品が、7 言語（日、中、韓、英、仏、西、独）の字幕を伴って完成した。 	 

	 さらに、この年度は、当初から大学の枠を越えた学外での公開上映会の開催を想定して

計画を進めた。最終成果発表として、映像制作ワークショップ講師の本務校である桃山学

院大学との合同上映会を大阪の映画館で実施し、相互に批評し合うことで、有意義な成果

発信と学びの機会を作ることができた（資料 2-2）。 	 

	 

5 . 	 2 0 1 4 年度のワークショップ実施状況 	 

	 2014 年度は、教育・研究活性化推進費事業の対象ではなくなったため、短期間の簡易な

形で実施した（資料 3）。国際関係学科の「研究演習（国際文化）」（3 年生用）の授業の一

環として計画し、その履修者 8 人を主たる対象として設定した。さらに、履修外の受講希

望者 3 人を加え、合計 11 人を対象に行った。所属は、10 人が国際関係学科、1 人が科目等

履修生であった。今回は制作日数が少ないこと、参加人数も少なく貸出機材数に余裕があ

ったことから、映像制作は個人による冬休み中のワークとし、1 人で 1 テーマの作品を創

ることとした。また、試行的に「作品の長さは 5 分程度」と時間的制約を設けて、コンパ

クトながらもメッセージ性のある作品を短期間で創ることを奨励した。 	 

	 予算と時間の両面で限界があったものの、計画は円滑に進められた。その理由として、
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担当教員が実習実施に習熟してきたこと、機材のストックが充実したこと、そして、学内

の学生たちにおいて映像制作経験者の人材層が厚くなり、アシスタントを得やすくなった

ことなどが挙げられる。このため、迅速に指導が進み、最初の指導からちょうど 6 週間で

完成作品上映会にこぎ着けることができた。結果として、10 人による 10 件の映像作品が

完成した。予算面では、メインの中村真理絵講師の旅費・謝金に当たる合計約 6 万円に、

少額のティーチング・アシスタント経費を必要とするていどであった。 	 

	 

6 . 	 おもな達成と派生効果 	 

	 これら一連の事業による達成と、そこから派生して生じたいくつかの効果についてまと

めておく。 	 

	 達成としては、以下の各点が挙げられるであろう。学生たちが企画、撮影、編集、上映

までのすべてのプロセスを経験したことで、調査と表現の技法を習得することができた。

また、完成にこぎつけたことの達成感が大きく、満足度はきわめて高いものであった。こ

のことで、本学におけるフィールドワーク教育の選択肢が拡充され、学生たちも社会調査

の幅を広げることができた。 	 

	 教員としてのメリットも大きかった。教員たちも実習に参加して映像の技法を習得した。

また、この事業の講師としての招聘を通じて、学外の映像人類学分野の研究者たちとの人

脈を培うことができた。今後の教育実践や研究交流の拡充につながることであろう。 	 

	 成果発信としては、すでに 6 件の教育実践発表を行っている（資料 4）。その他のいくつ

かの派生効果も合わせて、本事業の成果として以下にまとめておく。 	 

	 

	 【派生効果（1）】愛知県立大学グローバル人材育成プログラム事業におけるインターン

シップ「県大プロモーション映像作品の制作プロジェクト」（2013 年 6 月-2014 年 2 月）の

一環を担った。学生たちが多言語字幕映像作品の制作を通じて、語学の学習に取り組むの

みならず、大学の広報の一端を担うこともできた。 	 

	 

	 【派生効果（2）】日本文化人類学会における公開シンポジウム「大学で学ぶ文化人類学：

フィールドワーク教育の試みと可能性」（共催：愛知県立大学地域連携センター・中部人類

学談話会、2014 年 7 月 26 日、ウインクあいちにて開催）において、筆者が日本文化人類

学会理事として開催を担当したことも関連し、本学における写真や映像を用いたフィール

ドワーク教育の成果を発信することができた。高校生や大学教職員を含め、全国から 120

人が来場した。 	 

	 

	 【派生効果（3）】学生たちの課外活動や広報活動参加も活性化している。国際関係学科

「フィールドワーク・フェスタ：旅の報告会」では、自主制作映像による発表が含まれる

ようになった。また、大学の広報委員会による動画制作（2015 年 3 月に完成予定）の一部

作業を、本事業を修了した学生たちが分担するなどの協力も得られた。映像のスキルをも

つ学生の層が厚くなることは、大学全体のポテンシャルを高めることにつながっている。 	 

	 

	 【派生効果（4）】学生の留学先における表現手段・特別技能として役に立っていること

が明らかになった。映像制作ワークショップ履修生の味村由衣さん（スペイン語圏専攻）

は、メキシコ留学中にメキシコ国立自治大学の映像コンクール 	 Visiones	 del	 arte	 (4	 

edicion)	 で入賞するという達成を見せた。 	 

	 また、同じく映像制作ワークショップの履修生である藤井梨花子さん（国際関係学科）

は、マレーシアのテイラーズ大学留学中に、授業のグループワークで映像制作技術を駆使

して、英語でのインタビュー短編映像作品を制作、インターネット上に公開している。異

文化を越境するコミュニケーションツールとして、学生たちがその技能を活かしている様

子を見ることができる。 	 
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	 【派生効果（5）】本学における PBL 教育の活性化の一環として、大学教員たちと成果を

共有することができた。外国語学部 FD 研究会（2015 年 1 月 28 日）にて、本事業の一連の

成果を報告した。 	 

	 

	 【派生効果（6）】この事業と学外への成果発信が元となって、2015 年度の単年度の民間

助成金を獲得した。公益信託澁澤民族学振興基金「民族学振興プロジェクト」において、

「「大学教育とフィールドワーク」に関する実践経験交流と教材・指導書開発」（代表：亀

井伸孝）が採択された。「フィールドワーク教育の拠点」としての本学の特色作りに寄与す

ることであろう。 	 

	 

	 【派生効果（7）】そして、2015 年度から、映像制作実習が単位を伴った授業になる予定

である。2015 年度後期開講、国際関係学科新カリキュラム 2 年生専門科目「プロジェクト

型演習」のひとつとして、「写真・映像による調査・表現プロジェクト」（仮称）を開講予

定である。新しい PBL 型授業準備の布石として、本活性化事業が寄与したことになる。 	 

	 

7 . 	 課題と今後の展望 	 

	 上記のように、多くの教育上、研究上、広報上の成果を上げた事業となった。以下では、

課題の側面について三点触れておきたい。 	 

	 一つ目に、授業化に伴う課題への対処である。前述した通り、2015 年度から正規の授業

となる見込みである。これまでの経験では、最初は撮影の楽しさで課外活動として参加し

ていた学生たちも、内容の検討を重ね編集を続けることの負担から、やがて制作意欲が減

退し、最終的な完成と上映にこぎ着けた時は受講者が半分くらいに減っていることがしば

しばであった。学生のモチベーションを継続させるためにも、単位を伴う授業となること

は望ましい。一方で、これまでの 3 カ年は映像指導のスキルをもった学外講師たちに依存

する形で運営されてきた。今後は、可能な限り学内教職員のスキル向上を図ることで、自

律的な企画運営へと移行していくことが望ましい。 	 

	 二つ目に、映像の多目的な利用の検討である。学内のクローズドな取り組みから、学外

での公開上映会へ、そして、インターネット上での公開も含めた、大学の広報とも連携し

た取り組みを構想することで、このコンテンツを多様に活かす方法を検討していきたい。

オープンキャンパスなどでの活用も、一考に値するであろう。また、学生たちの優れた作

品を、映像作品のコンテストなどに出品することを奨励するなど、本学の学生の達成を社

会に広く紹介するための取り組みも検討に値するであろう。 	 

	 三つ目は、他の部局との連携である。この事業は、国際関係学科の教員を中心として立

案され、外国語学部教員たちの取り組みとして行われてきた。それゆえに、異文化を越境

するという統一コンセプトを設定したり、多言語字幕を付けて公開したりするなど、その

特色を打ち出すことができた。一方で、日本文化学部、教育福祉学部、情報科学部など、

他分野の教員や学生から、このようなスキルを学びたい旨の要望や期待がまいこむことが

しばしばであった。まず一部の部局から始めることとはなったものの、いずれは学部横断

的な取り組みへと発展させていくことが望ましい。 	 

	 本学の特色ある人材育成の取り組みとして、学内各部署の間の連携により、本学の学生

のみならず、これから本学を目指す人たちへのアピール、そして地域社会への貢献にもつ

ながるような活動として今後とも振興が図られることを期待して、本報告の結びとしたい。	 
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写真で振り返る「学生のための映像制作ワークショップ」（いずれも主催者撮影） 	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

写真 1	 映像撮影の実習（南出和余講師） 	 

2013 年 6 月 19 日、愛知県立大学 	 

	 

写真 2	 映像撮影の実習 	 

2012 年 7 月 4 日、愛知県立大学 	 

	 

写真 3	 映像編集の実習 	 

2013 年 10 月 2 日、愛知県立大学 	 

	 

写真 4	 映像理論の講義（川瀬慈講師） 	 

2013 年 7 月 3 日、愛知県立大学 	 

	 

写真 5	 愛知県立大学＋桃山学院大学 	 

学生映像作品合同上映会 	 

2014 年 2 月 8 日、大阪、シネ・ヌーヴォ X	 

写真 6	 日本文化人類学会シンポジウム 	 

「大学で学ぶ文化人類学： 	 

フィールドワーク教育の試みと可能性」 	 

	 2014 年 7 月 26 日、ウインクあいち 	 
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資料 1：愛知県立大学「学生のための映像制作ワークショップ 2012」実施要領 	 

	 

■スケジュール（2012 年度） 	 

（1）理論編 	 (1)	 公開講座「文化の記録と映像表現:	 民族誌映画の目指すもの」 	 

	 2012 年 6 月 20 日（水）13:00-17:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス 	 学術文化交流センター 	 B1	 多目的ホール 	 

	 講師:	 川瀬慈（国立民族学博物館） 	 

	 【内容】文化人類学は、文字の記録によって世界中の文化に関する民族誌を

刊行してきました。その一方で、映像を用いた文化の記録と研究もすすめら

れ、さまざまな方法論が試されてきました。特に近年、映像による民族誌で

ある"民族誌映画"を中心とした国際的な研究交流の輪がひろがり、そこから

は、文化人類学の新たな理論的潮流がうみだされています。この公開講座で

は、アフリカで長らく研究を行い、映像作品を制作し、国際映画祭などでも

高い評価を受けている気鋭の映像人類学者・川瀬慈さんをお招きします。エ

チオピアの音楽や宗教、こどもたちを対象とした作品を鑑賞し、制作者自身

による解説を聞くことによって、民族誌映画の理論と方法論について学びま

す。 	 

（2）実践編 	 (1)	 映像制作の技法:	 撮影 	 

	 2012 年 7 月 4 日（水）13:00-17:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス B101	 

	 講師:	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 アシスタント:	 中村真里絵（国立民族学博物館） 	 

	 【内容】理論編 	 (1)	 に続き、今回は実践編を開講します。よい映像作品を

創るためには、撮影のときにどのようなことに気をつけておけばよいでしょ

うか。ビデオカメラのかまえ方や動かし方、インタビューの撮影のしかた、

ストーリーを撮影する時の注意点などを学びます。 	 

（3）撮影編フォローアップ講座／企画書作成の手引き 	 

	 2012 年 7 月 19 日（木）12:00-12:40	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス H310	 

	 担当:	 亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 【内容】後期（10 月予定）に「編集編」ワークショップを開講します。そ

の時点で、作品の素材となる動画の撮影がすでに終わっていて、それらを持

参する必要があります。このため、夏期休暇前に、撮影準備として企画書の

作成、提出をします（全員必須）。 	 

	 ・撮影の秘訣（撮影編の復習） 	 ・許諾と倫理 	 

	 ・企画書の例と撮影準備（別紙） 	 ・制作グループ作り／テーマ設定 	 

	 ・企画書の提出 	 

（4）夏期撮影企画書の回収 	 

	 担当:	 亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 【内容】撮影編を受講した学生たちが、それぞれ 3 人以下の映像制作グルー

プを作り、夏休みの撮影課題に取り組みます。計 18 組 25 人の学生から、18

件の企画書が集まりました。撮影希望地は、メキシコ、アメリカ、カナダ、

ドイツ、イギリス、マレーシア、カンボジア、宮崎、京都、岐阜、愛知ほか。

テーマは、食文化、お祭り、観光地、宗教、遊び、教育、芸術、歴史、動物

など、多岐にわたります。後期に、各グループが撮影してきた動画を持ち寄

り、編集編にのぞむ予定です。 	 

（5）夏期休暇：自由撮影期間 	 
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（6）理論編 	 (2)	 映像の話法 	 

	 2012 年 10 月 3 日（水）15:00-18:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス B107	 

	 講師:	 川瀬慈（国立民族学博物館） 	 

	 【内容】文化人類学は、文字の記録によって世界中の文化に関する民族誌を

刊行してきました。その一方で、映像を用いた文化の記録と研究もすすめら

れ、さまざまな方法論が試されてきました。特に近年、映像による民族誌で

ある“民族誌映画”を中心とした国際的な研究交流の輪がひろがり、そこか

らは、文化人類学の新たな理論的潮流がうみだされています。今日の講座で

は、アフリカで長らく研究を行い、映像作品を制作し、国際映画祭などでも

高い評価を受けている気鋭の映像人類学者・川瀬慈さんをお招きします。今

日は複数の作家の映像作品を鑑賞、比較しながら、討論を通じて映像の話法

を学びます。 	 

（7）実践編 	 (2)	 映像制作の技法:	 編集 	 

	 2012 年 10 月 24 日（水）14:40-18:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス G205	 

	 講師:	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 【内容】今回は、実践編の 2 回目、編集編を開講します。撮影した動画デー

タをもとに映像作品を創るためには、どのような手順で、何に気をつけて編

集を進めればよいでしょうか。各自、夏期休暇の間に撮影してきた映像を使

って、編集の技術を学びます。 	 

（8）完成映像作品上映会 	 

	 2013 年 1 月 23 日（水）12:00-13:10	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス H310	 

	 担当:	 亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 【内容】各自、夏期休暇の間に撮影してきた映像を使って、編集を済ませた

完成作品の上映・合評会を行いました。最終的な成果として、7 作品が完成、

出品されました。各作品の鑑賞を行うとともに、制作した学生グループのコ

メントを聞き、また長所や改善点などについて全員で議論する合評をしまし

た。 	 

	 

■実施スタッフ（2012 年度） 	 

担当講師： 	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 	 川瀬慈（国立民族学博物館） 	 

	 亀井伸孝（愛知県立大学国際関係学科） 	 

アシスタント：中村真理絵（国立民族学博物館） 	 

	 

■完成作品（2012 年度、7 グループ（14 人）による 7 作品） 	 

・「定食屋さんレポート＠名古屋駅付近」(4 分 31 秒)	 

・「知多 	 再発見！」(8 分 23 秒)	 

・「Setomono」(7 分 55 秒)	 

・「メキシコの行商人 	 ～Tianguis	 de	 la	 Noche～」(10 分 22 秒)	 

・「東山動物園のインドゾウの飼育 	 2012 年 10 月」(7 分 14 秒)	 

・「舞妓体験」(5 分 03 秒)	 

・「亀井ゼミの京都旅行」(8 分 14 秒)	 
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資料 2-1：愛知県立大学「学生のための映像制作ワークショップ 2013」実施要領 	 

	 

■スケジュール（2013 年度） 	 

（1）映像制作の技法:	 撮影編 	 

	 2013 年 6 月 19 日（水）13:30-18:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス B201	 

	 講師:	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 アシスタント:	 中村真里絵（国立民族学博物館） 	 

	 【内容】よい映像作品を創るためには、撮影のときにどのようなことに気を

つけておけばよいでしょうか。シリーズの映像制作ワークショップ第 1 回は、

ビデオカメラのかまえ方や動かし方、インタビューの撮影のしかた、ストー

リーを撮影する時の注意点など、撮影の基本を学びます。 	 

（2）理論編：アフリカ映画上映会・特別講義:	 人類学映画の語り口:	 アフリカを対

象にした作品を事例に 	 

	 2013 年 7 月 3 日（水）12:50-16:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス 	 学術文化交流センター 	 B1	 多目的ホール 	 

	 講師:	 川瀬慈（国立民族学博物館） 	 

	 アシスタント:	 千葉裕太（愛知県立大学大学院） 	 

	 【内容】本講義では、講師（川瀬）の作品を中心に、アフリカでの人類学的

な研究に基づいて制作された映画を＜精霊と人のコミュニケーション＞＜

パフォーマンス、ハプニング＞＜変容する地域社会＞のテーマのもと上映す

る。それぞれの作品における撮影技法、モンタージュ、制作者の位置づけ等

の比較・分析を通して、人類学映画の様々な"語り口"について検討する。 	 

（3）実践編 	 (2)	 映像制作の技法:	 企画書作成編 	 

	 2013 年 7 月 4 日（木）14:30-18:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス B208	 

	 講師:	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 アシスタント:	 中村真里絵（国立民族学博物館）、千葉裕太（愛知県立大学

大学院） 	 

	 【内容】よい映像作品を創るためには、本番の撮影の前にどのような計画を

立てておけばよいでしょうか。実技編第 2 回は、学生グループが各自で立案

した企画書を持ち寄って合評を行い、夏期休暇中の課題撮影のための準備を

行います。 	 

（4）夏休み：自由撮影期間 	 

（5）実践編 	 (3)	 映像制作の技法:	 編集編 	 

	 2013 年 10 月 2 日（水）14:30-18:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス G202	 

	 講師:	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 アシスタント:	 千葉裕太（愛知県立大学大学院） 	 

	 【内容】PC を使った編集の実技を、実習で学びます。 	 

（6）実践編 	 (4)	 映像制作の技法:	 映像作品検討会 	 

	 2013 年 12 月 5 日（木）14:30-19:30	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス B210,	 G205	 

	 講師:	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 アシスタント:	 中村真里絵（国立民族学博物館）、千葉裕太（愛知県立大学

大学院） 	 

	 【内容】編集中の作品を確認します。合評、助言を受けて完成を目指します。	 
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（7）完成映像作品学内上映会 	 

	 2014 年 1 月 16 日（木）10:30-12:45	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス H310	 

	 担当:	 亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 アシスタント:	 千葉裕太（愛知県立大学大学院） 	 

	 【内容】合計 8 グループ 17 人の完成映像作品の上映、合評会を行いました。

（国際関係学科、ヨーロッパ学科スペイン語圏専攻、歴史文化学科、大学院

国際文化研究科の学生による） 	 

（8）桃山学院大学・愛知県立大学学生映像作品合同上映会／民族誌映画特集「映像

でみる世界の文化」 	 

	 2014 年 2 月 8 日（土）13:00-17:00	 学生映像作品合同上映会 	 

	 2014 年 2 月 9 日（日）13:00-17:00	 民族誌映画特集「映像でみる世界の文化」	 

	 シネ・ヌーヴォ X（大阪市西区九条） 	 

	 担当:	 南出和余（桃山学院大学）、亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 アシスタント:	 千葉裕太（愛知県立大学大学院） 	 

	 【内容】愛知県立大学と桃山学院大学の共催で、学生制作映像作品合同上映

会を行いました。あわせて、民族誌映画特集「映像でみる世界の文化」を開

催しました。 	 

	 

■実施スタッフ（2013 年度） 	 

担当講師： 	 南出和余（桃山学院大学） 	 

	 川瀬慈（国立民族学博物館） 	 

	 亀井伸孝（愛知県立大学国際関係学科） 	 

アシスタント：中村真理絵（国立民族学博物館） 	 

	 	 千葉裕太（愛知県立大学大学院国際文化研究科博士前期課程） 	 

	 

■完成作品（2013 年度、8 グループ（17 人）による 8 作品） 	 

・「DENMARK～Design	 is	 Here」(9 分 23 秒)	 

・「Traditional	 clamming	 in	 Kuwana」(6 分 56 秒)	 

・「京都・二年坂で出会える日本文化」(7 分 09 秒)	 

・「ハラールわかーる？」(16 分 28 秒)	 

・「就活生の本音」(9 分 46 秒)	 

・「異文化交流の面白さ～イベント参加を通じて～」(18 分 56 秒)	 

・「ハラプロジェクト東北篇～秋うらら福貴浦 2013～」(long	 version)	 (25 分 13 秒)	 

・「セネガル、祈りの町で…」(6 分 07 秒)	 

	 

	 	 



 愛知県立大学外国語学部学生作品 
 

☆ Traditional clamming in Kuwana（7分） 
   鈴木里彩、藤井梨花子 

 

☆ ハラールわかーる？（10分） 

   加藤佳子、河瀬裕美 

 

☆ セネガル、祈りの町で…（7分） 

    星野佐和、渡邊崇代 

 

☆ DENMARK～Design is Here（9分） 
   岩下由季、高原光 

 

☆ ハラプロジェクト東北篇 

  ～秋うらら福貴浦2013～（15分） 

   味村由衣 

 

本上映会は ・ ・ ・  

 桃山学院大学国際教養学部学生作品 
 

☾街にある映画館（15分） 

  坂田昇也、田村遼、金涌哲也 

 

☾アートが繋ぐ日本とバングラデシュ（10分） 

 －瀬戸内国際芸術祭2013ベンガル島―  

 佐々木瑞季、岡田未央、十九川宗裕 

 

☾就活―自分との葛藤ー（29分） 

 阿部莉奈、西田万莉 

 

☾道はじぶんでつくる（20分） 

 ―学生プロボクサー・モンキー修平― 
 秦野祥一 

 

☾堀町だんじり（22分） 
 ー別れと新たな出会いー 

 宮本彰子、空山加奈子 

桃山学院大学国際教養学部と

愛知県立大学外国語学部の学

生たちによって作られた映像

作品の合同上映会です。デジ

タルカメラとパソコンを駆使

して撮影編集し、映像作品に

仕上げるまでの努力と学びの

詰まった作品です。 

どうぞご覧ください！ 

日時：日時：20142014年年22月月88日日((土土))  

  1313：：0000～～1717：：0000  

場所：シネ・ヌーヴォ場所：シネ・ヌーヴォXX  

参加費無料（定員参加費無料（定員4040名）名）  

主催主催  
■桃山学院大学 共同研究「大学

における映像・メディア教育モデ

ルの構築」 （代表：南出和余） 

■愛知県立大学 教育研究活性

化推進費事業「映像技術を中心

としたフィールドワーク技法の教

育と成果の社会還元」 

  （代表：亀井伸孝） 



桃
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部
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立
大
学
外
国
語
学
部

 
 南出 和余（教員）   

発表者 

阿部 莉奈 

岡田 未央 

佐々木瑞季 

空山加奈子 

十九川宗裕 

西田 万莉 

秦野 祥一 

宮本 彰子 

坂田 昇也 

田村 遼 

金涌 哲也 

スタッフ 

土井 真紀（司会） 

横田 篤史（機材） 

コメンテーター 

岡本かれん 

キムヒョンイル 

数藤 美愛 

本田 幸子 

山中 薫 

懇親会 

大久保友理（司会） 

坂田 昇也（幹事） 

参加者 

井上 裕介 

高橋 絵里 

平田 理沙 

前田 卓実 

山口 悠花 

 

乗京 亜美 

南野亜衣利 

戎子香菜美 

 

亀井 伸孝（教員） 千葉 裕太（院生）  

発表者 

味村 由衣 

岩下 由季 

加藤 佳子 

河瀬 裕美 

鈴木 里彩 

高原 光 

藤井梨花子 

星野 佐和 

渡邊 崇代 

 

スタッフ 

大嵜真依子（司会） 

廣門 未紗（機材） 

コメンテーター 

 王   恵子 

金井真実子 

佐藤 遥 

中村しほみ 

山田 奈波 

 

主催 

■桃山学院大学 

共同研究「大学における映像・メディア

教育モデルの構築」（代表：南出和余） 

■愛知県立大学 

教育研究活性化推進費事業「映像技術を

中心としたフィールドワーク技法の教育

と成果の社会還元」（代表：亀井伸孝） 

Date 2014年2月8日（土） 

Time 13：00～17：00 

Place シネ・ヌーヴォX 

 http://cinenouveau.com 

桃山学院大学 

愛知県立大学 

学生映像作品合同上映会 
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プログラムプログラム  

＜司会＞     大嵜真依子、土井真紀 

13：00  開会のあいさつ 

13：30 ☆ Traditional clamming in Kuwana     （7分） 

Filmed by 鈴木里彩、藤井梨花子 

三重県の北東部に位置する桑名市には、さまざまな歴史や伝統文化が存在している。今回は、赤須

賀地区で古くから行われてきた、しじみ漁や蛤漁にスポットを当て、その魅力をお伝えしたい。 

実際の漁の風景や働く人々の姿などを通して桑名市の素晴らしさを感じてもらいたい！  

Comment: 本田幸子 

13：10 ☾街にある映画館       （15分） 

Filmed by 坂田昇也、田村遼、金涌哲也 

大阪の下町情緒溢れる街、大阪九条にある映画館シネ・ヌーヴォ。当映画館の代表の景山理さん

に、シネ・ヌーヴォ誕生の経緯や映画館で映画を見ることについてお話を伺った。九条の商店街の

懐かしい雰囲気を通り抜けた先にある「映画館で映画を見ること」の良さを知ってもらいたい。 

Comment: 佐藤遥  

13：45 ☾アートが繋ぐ日本とバングラデシュ   （10分） 

  －瀬戸内国際芸術祭2013ベンガル島― 

Filmed by 佐々木瑞季、岡田未央、十九川宗裕 

2013年夏、バングラデシュの職人さんやパフォーマーの方々総勢100人以上が、香川県高松港に、

物づくりの興奮や楽しさを伝えるため来日した。生活に根付いたバングラデシュ文化の美しいアー

トだけでなく、親日的で素敵な彼らの内面にも踏み込みながら、「ベンガル島」のある１日の様子

を撮影した。この映像を通して、バングラデシュの文化や、彼らの日本に対する特別な思いや人間

性を多くの人に知ってもらいたい。   

Comment: 山田奈波  

14：00 ☆ ハラールわかーる？     （10分） 
Filmed by 加藤佳子、河瀬裕美 

グローバル化する日本。以前より様々な文化や宗教を持つ人が行きかうようになった。そんな中で

出会った言葉『ハラール』。イスラーム法で許された食べ物と行為を意味する。イスラームを信仰

する人々はハラールの下で食生活を行う。イスラームとあまりなじみのない日本で彼らはどのよう

に生活しているのか。身近にあって知らない世界を知ってほしい。あなたはハラールわかーる？ 

Comment: 数藤美愛 

14：15 ☆ セネガル、祈りの町で…      （7分） 

Filmed by 星野佐和、渡邊崇代 

人口の90%をイスラーム教徒が占めるセネガルで、ムリッド教団の聖地であるToubaは、巨大なモ

スクを中心にセネガル第二の都市といわれるまでに発展した。Toubaはアラビア語で幸福を意味

し、コーランの文脈においては「楽園の樹」と表される。人々が祈りを捧げる町Toubaは、世界中

から巡礼者たちだけでなく、観光客も多数訪れる。撮影者たちが初めて触れたイスラームの空気

を、本作を通して伝えたい。  

Comment: キムヒョンイル 

☾ 桃山学院大学学生作品 

☆ 愛知県立大学学生作品 
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16：40 総合コメント 

14：30 ☾就活―自分との葛藤ー         （25分） 

Filmed by 阿部莉奈、西田万莉 

現在、大学4回生は「就職活動」という人生において大切な決断の時にいる。その時期は初めて経

験することから、戸惑いや不安、ときには喜びや悲しみと、さまざまな自分との葛藤がある。本作

品では、ゼミの仲間たちのそれぞれの就活をめぐる思いを撮影し、その葛藤の答えにひとりひとり

のゴールがあることを伝えたい。 

Comment: 中村しほみ  

15：10 ☆ DENMARK～Design is Here          （9分） 

Filmed by 岩下由季、高原光 

近年、北欧デザインが日本でも人気だが、それらには実際にどのようなデザインがあり、また現地

の人々にとってどのような存在なのだろうか。2013年夏、北欧の地デンマークで本場のデザイン

を味わった。デザイン博物館や手作り雑貨屋さん、ホテルやカフェなど、あらゆる身近なシーンで

出会ったデンマークデザイン。デザイナーAnetteさんへのインタビューやコペンハーゲンのきれい

な街並みもお楽しみください。 

 Comment: 山中 薫 

15：25 ☾道はじぶんでつくる―学生プロボクサー・モンキー修平― 

Filmed by 秦野祥一         （20分） 

ボクシング西日本新人王決勝という大舞台に立つプロボクサー田村修平。プロボクサーであると同

時に大学生である彼がボクシングを通して奮闘する姿と葛藤を、彼と同世代の若者に見てもらい、

またそこから自分自身の夢や目標にさらに頑張れるきっかけにしてもらいたい。  

 Comment: 王恵子  

15：50 ☆ ハラプロジェクト東北篇 ～秋うらら福貴浦2013～（15分） 
Filmed by 味村由衣 

ハラプロジェクトとは、原智彦氏主催の演劇パフォーマンス集団である。普段は名古屋大須を中心

に公演を行っている。本作品は、2年前から繋がりができた石巻・福貴浦の漁村での2013年度の公

演をその練習から記録した。これを通して“表現する”ことの面白さや演劇についても興味をもっ

ていただけたら幸いである。 

 Comment: 岡本かれん 

16：10 ☾堀町だんじりー別れと新たな出会いー     （22分） 
Filmed by 宮本彰子、空山加奈子 

2012年、貝塚市麻生郷地区堀町では、64年の歩みを経て地車（だんじり）を新調することになっ

た。11月、慣れ親しんだ地車との別れを惜しみながら昇魂式を行った。そして翌2013年9月、新調

された地車が迎え入れるための入魂式が行われた。本作品では、堀町における地車との別れと新し

い出会いを経験する担い手たちの思いをドキュメントする。 

Comment: 金井真実子  

15：00 休憩  ※愛知県立大学による多言語版映像の取り組み紹介映像 



亀井伸孝. 2015.『共生の文化研究』(愛知県立大学多文化共生研究所) 9: 113-126. 

資料 3：愛知県立大学「学生のための映像制作ワークショップ 2014」実施要領 	 

	 

■スケジュール（2014 年度） 	 

（1）企画案発表・検討会 	 

	 2014 年 12 月 18 日（木）10:30-12:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス E302	 

	 担当：亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 【内容】過去の学生制作映像作品の事例を鑑賞した。次いで、各自の制作テ

ーマおよび想定撮影対象、計画案について口頭発表、討論した。 	 

（2）撮影・編集実習 	 

	 2014 年 12 月 19 日（金）14:30-18:00	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス B105（撮影）、キャンパス内各所（自由撮影）、	 

	 G205（編集） 	 

	 講師：中村真理絵（国立民族学博物館） 	 

	 アシスタント：星野佐和（愛知県立大学）、藤井梨花子（同） 	 

	 【内容】撮影技法、編集技法に関する実技指導を受けた。 	 

（3）企画書完成提出 	 

	 2014 年 12 月 25 日（木）〆切 	 

	 担当：亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 【内容】企画書を完成させ、提出。 	 

（4）冬休み：自由撮影期間 	 

（5）撮影データ報告・検討会 	 

	 2014 年 1 月 8 日（木）10:30-12:30	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス G202	 

	 担当：亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 【内容】自由撮影期間の映像クリップを仮上映、編集方針について議論した。	 

（6）仮編集作品報告・検討会 	 

	 2014 年 1 月 22 日（木）10:30-12:30	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス G202	 

	 担当：亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 アシスタント：成瀬晴正（愛知県立大学大学院）、星野佐和（愛知県立大学）、

藤井梨花子（同） 	 

	 【内容】編集中の作品を仮上映し、課題や目標について議論した。 	 

（7）完成映像作品上映会 	 

	 2014 年 1 月 29 日（木）10:30-12:30	 

	 愛知県立大学長久手キャンパス G202	 

	 担当：中村真理絵（国立民族学博物館）、亀井伸孝（愛知県立大学） 	 

	 アシスタント：成瀬晴正（愛知県立大学大学院） 	 

	 【内容】合計 10 人による 10 件の完成作品を上映。コメントや質疑応答を通

じ、評価すべき点や今後の課題について検討した。 	 

	 

■実施スタッフ（2014 年度） 	 

担当講師： 	 中村真理絵（国立民族学博物館） 	 

	 亀井伸孝（愛知県立大学国際関係学科） 	 

アシスタント：成瀬晴正（愛知県立大学大学院国際文化研究科博士前期課程） 	 

	 星野佐和（愛知県立大学国際関係学科） 	 

	 藤井梨花子（同） 	 
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■完成作品（2014 年度、10 人による 10 作品） 	 

・「北欧の絵描き屋さん」（5 分 07 秒） 	 

・「人と地球にやさしい買い物」（6 分 39 秒） 	 

・「犬の気持ち」（5 分 37 秒） 	 

・「魅力いっぱい！福井の食」（4 分 55 秒） 	 

・「萬古不易:	 未来へ繋ぐ陶磁器文化」（5 分 12 秒） 	 

・「商店街からのまちおこし:	 人と人とのつながり」（7 分 35 秒） 	 

・「暮らしを支えるガス栓に込められた思い」（4 分 55 秒） 	 

・「君は「農業」を感じているか」（5 分 50 秒） 	 

・「私の町の、戦争の記憶」（4 分 53 秒） 	 

・「How	 to	 make	 rice	 cake,	 mochi」（5 分 58 秒） 	 

	 

	 

	 

	 

資料 4：「学生のための映像制作ワークショップ」に関連する成果一覧（6 件） 	 

	 

（1）亀井伸孝.	 2013.	 「愛知県立大学における映像制作ワークショップ:	 ビデオカ

メラをもって外へ出よう」第 2 回国際関係学科ポスター研究発表会 	 (2013

年 7 月 17 日,	 愛知県長久手市,	 愛知県立大学).	 

（2）亀井伸孝.	 2013.	 「愛知県立大学における映像制作ワークショップ:	 ビデオカ

メラをもって外へ出よう」国際×地球（砂漠化プロ）！合同ポスター研究

発表会.	 主催:	 愛知県立大学国際関係学科亀井ゼミ／総合地球環境学研究

所「砂漠化をめぐる風・人・土」プロジェクト 	 (2013 年 8 月 6 日,	 京都府

京都市北区,	 総合地球環境学研究所).	 

（3）亀井伸孝.	 2013.「映像技術を活用したフィールドワーク教育の振興:	 2012 年

度愛知県立大学教育・研究活性化推進費事業報告」平成 25 年度県立 2 大学

教員研究交流会 	 (主催:	 愛知県立大学学術研究情報センター・愛知県立芸

術大学芸術創造センター)	 (2013 年 12 月 25 日,	 愛知県長久手市,	 愛知県

立大学長久手キャンパス).	 

（4）日本文化人類学会公開シンポジウム「大学で学ぶ文化人類学:	 フィールドワー

ク教育の試みと可能性」(共催:	 愛知県立大学地域連携センター、中部人類

学談話会)	 (2014 年 7 月 26 日,	 愛知県名古屋市中村区,	 愛知県産業労働セ

ンターウインクあいち).	 [日本文化人類学会公開シンポジウム担当理事;	 

主催・企画・コーディネート;	 司会進行;	 趣旨説明;	 発表]	 

（5）亀井伸孝.	 2014.	 「映像技術を中心としたフィールドワーク技法の教育と成果

の社会還元:	 2013 年度愛知県立大学教育・研究活性化推進費事業報告」平

成 26 年度県立 2 大学教員研究交流会 	 (主催:	 愛知県立芸術大学芸術創造セ

ンター／愛知県立大学学術研究情報センター)	 (2014 年 12 月 17 日,	 愛知

県名古屋市東区,	 愛知芸術文化センター).	 

（6）亀井伸孝.	 2015.	 「映像技術を中心としたフィールドワーク技法の教育」愛知

県立大学平成 26 年度外国語学部 FD 研究会「問題発見解決型 	 (PBL)	 の学習

方法」 	 (2015 年 1 月 28 日,	 愛知県長久手市,	 愛知県立大学).	 
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