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Steps of Making a Movie in McKim-zemi 
 

BEFORE You Begin: Deciding Who to Work With 

 

   The first two things you have to decide are: 

 

1. Should I work alone? Or with other people? 

 

   In McKim-zemi, you can work alone, as a pair, or in a group of 3 members.  

   You can ask other members to help you as cast members, etc.  

If you write your movie alone, it is hard…but it will be very good for your grade.  

 

① 一人でやるか？他の人と一緒にやるか？ 

マキームゼミではあなたひとりで活動できたり、またペアとなったり、また３人のグル

ープでもできます。 

あなたは、キャストメンバーとしてほかのメンバーに依頼することができます。 

もし、あなたが１人で映画を作るならば、それはとても大変です。しかし、協力して作

るより（比較的に）成績はとてもよくなるでしょう。 

 

2. If I work with other people…then, WHO? 

 

    If you want to work with another member (or two), but you don’t have any close 

friends in McKim-zemi yet, ask McKim for suggestions.  

 

②もし他の人と一緒にやるならば...だれと？ 

もし、もう一人(二人)のメンバーとやりたいならゼミ内でまだパートナーを作らず、先

に提案のためマキーム先生を尋ねる。 

 

 

 

The Steps (映画制作の手順) 

 
   Okay! You have a general idea what kind of movie you want to make. And you have 
made the decision about partners. Good! Now, follow these 12 steps: 
 
  どのような映画にするのか、そして一人で、もしくは他の誰かと制作するのか決まりま
したね？では、次の手順を行いましょう！ 
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The 12 Steps of Making Movies in McKim-zemi!! 

 

1. Consultation and Reality Check 

相談とリアリティーチェック 

↓ 

2. Presentation  

プレゼンテーション 

↓ 

3. Gathering cast members and equipment 

出演者と裏方と備品を集める 

↓ 

4. Script 

台本を書く 

↓ 

5. Pronunciation check 

出演者は McKim と台詞の発音やイントネーションの練習をする 

↓ 

6. Planning the shooting 

撮影のプランを立てる 

↓ 

7. Shooting the movie 

撮影！！ 

↓ 

8. Editing Part 1 

編集作業を始める 

↓ 

9. Rough Cut 

“ラフカット”をみんなで観る：コメントをもらう 

↓ 

10. Editing Part 2 

編集作業の続行 (字幕をつける) 

↓ 

11. Final Cut 

“ファイナルカット”をみんなで観る 

↓ 

12. Uploading & Promotion 

YouTube にアップロードとプロモーション活動 
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Notice that “7. Shooting the movie” is just one step in the middle of a long process. 

There are many things to do before shooting the movie, and just as many things to do 

after shooting.  

 

“7．撮影”は、全行程の中のほんの一部にしかすぎないのです。撮影の前後にはやらなけ

ればならないことがたくさんあるのです！ 

 

   Let’s think about the list step by step. 

 

 

Step 1: Consultation and Reality Check  

 

Consultation: You must tell McKim about your idea before you proceed.  

 

Reality Check: Ask yourself the following questions:  

 

1. What locations do I need for making my film? (A shop or restaurant? A classroom?) 

Can I get access to the locations? 

 

2. What kind of equipment do I need to make this movie (including costumes, props, 

etc.)? Does McKim-zemi have those things? Can we buy them or borrow them? 

 

3. What special effects (sound effects or visual effects) does my movie need? Can we 

create those effects?  

 

4. How many people will I need for cast and crew? Who should I ask? What if they say 

No? 

 

5. What kind of people will enjoy watching this film? Why?  

 

   If you can answer all these questions in a satisfactory way, you can go on to the next 

step.  

 

Step 1: 相談とリアリティーチェック 

 

相談：プレゼンテーションをする前に、マキームに自分のアイディアを話さなければなら

ない。 

 



 Steps of Making a Movie - 4 

 

リアリティーチェック：次の質問を確認する。 

 

１．自分が撮影するにあたって、どこで撮影する必要があるのか？（お店なのか、レスト

ランなのか、または教室なのか？）そして、その場所まで行けるのか？ 

 

２．作品を作るにあたって、どんな準備をする必要があるのか？（衣装など含めて考えて

おく）そして、それらはマキームゼミが持っている物なのか、それとも買うまたは借りる

事ができるのか？ 

 

３．自分の作品で、特殊効果（音響効果や視覚効果）は必要か？また、それらの特殊効果

を自分達で作る事ができるのか？ 

 

４．どの位の人数のキャストが必要か？また、誰に頼むべきか？もし、断られた場合はど

うするのか？ 

 

５．どんな人がこの作品を楽しめるか？なぜか？ 

 

もし、これらの質問全てに答えられる様なら次のステップに進みましょう。 

 

 

 

Step 2: Presentation 

 

   You must make a presentation of your idea to the whole zemi. The presentation isn’t 

just “talking about” your idea. You also have to show your idea.  

 

   First, you should imagine every part of your video in your mind. Then, you should 

draw pictures of all the most important parts to show what the film will really look like.  

 

   In your presentation, you will talk about your idea while you show the pictures, one 

by one. Try to let other members see and understand your idea as clearly as possible.  

 

   There are two ways to do your presentation:  

1. Draw your pictures on paper and project them on the screen using the “Desktop 

Camera.” 

2. Take photos of your drawings with your phone, then send them to your email. Then 

put them into a PowerPoint computer slideshow.  

 

The teacher prefers #2.   

 

 

Step 2: プレゼンテーション 

 

あなたはゼミのみんなにアイディアをプレゼンテーションしなければなりません。その

プレゼンテーションではアイディアをただ話すだけでなく、見せなくてはなりません。 
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はじめに、あなたは自分の中で全てのパートを想像するべきです。そして、あなたはど

んな映画なのかをみんなに見せるために重要なパートを絵に書かなければなりません。 

プレゼンテーションでは、絵を見せながらあなたのアイディアをひとつずつ話します。

他のメンバーにあなたのアイディアを見てもらい可能な限り正確に理解してもらいます。 

私達のゼミはこのようなプレゼンテーションを作るのに良い機会を持っています。プレゼ

ンテーションには二つのやり方があります。 

1. 紙に絵を描き、デスクトップカメラを使ってスクリーンに映す。 

2. スマフォのカメラでイラストを撮って、自分のメールに送信して、それからパワーポイ

ントのスライドショーに挿入する。 

  ↑ 

McKimは 2のやり方を勧めます。あなたがわからないことがあればスキャナーの使い方あ

るいはパワーポイントでのプレゼンテーションの作り方を教えます。（将来仕事に役立つ

便利な技術があります） 

 

Presentation Example 

   On the next few pages is a reproduction of most of the slideshow that McKim used 

for his famous project “Pick-up Artists” You can notice the following points: 

 

1. You don’t need good drawing skill to make a presentation. Just make pictures so 

that the other members can understand your story more clearly. 

 

2. You can use Japanese in your presentation. 

 

This project was a long and complex one, so I needed 18 slides to tell about it. It 

includes many crude drawings. Thus, this presentation is very long. Your presentation 

might need only 5 or 6 slides.  

 

プレゼンの例 

このあとのページでは McKimが使った有名なプロジェクト、「ナンパ教室」のほとんど

のスライドショーを再現しています。あなたは重要なポイントに気づくかもしれない。 

 

1. 上手く絵を描く技術は必要ないです。他のメンバーがより分かりやすくあなたのストー

リーを理解できるように製作してください。 

 

2. プレゼンに日本語を使うことが出来ます。 

 

このプロジェクトは、とても長い時間を使い複雑だったので、マキームはそれについて

話すために１８枚のスライドを必要としました。それは多くの図面を含みます。 

このように、このパワーポイントはとても長いです。あなたのプレゼンテーションのスラ

イドは５～６枚くらい必要です。 

 

 

Pick-up Artists!   
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...SKIP SOME SLIDES HERE... 

 

 

   After creating your presentation, you should practice it many times before you give 

your presentation in front of classmates.  

 

プレゼンテーションを作った後に、それを練習する必要がある、そしてその後にクラス

メートの前に立ってプレゼンテーションをします。 
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Contents 

   In your presentation, you should include: 

 

1. The title of your movie (although you might change the title later) 

2. The story of the movie in detail: What happens first in the movie? Next…? After 

that…? Etc., until the End.  

3. What kind of movie it is: Comedy? Musical? Parody? How-to? Drama?  

4. How many male and female cast members you need 

5. What locations you will use 

6. What costumes, equipment or special effects you will need 

7. Q-and-A time. Be ready to answer questions about your idea from the teacher and 

classmates.  

 

プレゼンテーションの内容 

プレゼンテーションでは、以下のことを含めましょう： 

 

１ムービーのタイトル（後でタイトルを変更するかもしれません） 

２映画のストーリーの詳細(映画の最初何が起こるか？次は？その後？など、最後まで) 

３どんな種類の映画か(コメディ？劇？パロディ？How to？ドラマ？) 

４男女のキャストがどれぐらい必要か 

５どんな場所を使おうか 

６どんな衣装、機器、特殊効果が必要か 

７質疑応答。先生やクラスメートからあなたのアイデアについての質問に答える準備がで

きている 

 

Please keep in mind these points, too: 

 

1. It’s okay to give your presentation in Japanese—but you might have to answer some 

questions in English. 

2. If 2 or 3 people are making the movie together, all members need to stand in front of 

the class together and participate in the presentation.  

 

これらのポイントを覚えておいて下さい。

１プレゼンテーションは日本語でもいいですがあなたはいくつかの質問に英語で答えなけ

ればならないかもしれません。 

２もし２～３人で映画を作るならすべてのメンバーが一緒にクラスの前に立って、プレゼ

ンテーションに参加する必要があります。 

 

 

 

   After your presentation, other members of the zemi write a “feedback paper.” On the 

paper, they may give you some useful comments for improving your idea.  

   Of course, you also write a “feedback paper” for other members when they do their 

presentations. 
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プレゼンテーションが終わった後、ゼミメンバーに“フィードバックペーパー”を書いても

らいます。その紙には彼らがあなたのアイデアを改善するためのいくつかの有用なコメントを

くれるかもしれません。もちろん、あなたも彼らがプレゼンテーションを行う際に他のメンバ

ーの"フィードバックペーパー"を書き込んでください。 

 

 

 

Step 3: Gathering cast members and equipment 

 

   Before you begin to work on the script, you must confirm the cast members. Perhaps 

you expect a certain boy to play an important role, but when you ask him, he says “No.” 

Then maybe you have to change your idea a little.  

 

   Also, if you need any new costumes or equipment, you’d better start trying to get 

them now! Sometimes it takes much time to get these things.  

 

 

Step 3 役者と道具を集める 

 台本を作る前に、出演してほしいメンバーに合意を得ることです。もしメンバーがあな

たの要望を断れば、あなたは本来のアイディアを多少なりとも変更しなければならないで

しょう。 

 

 また、同じタイミングで衣装や道具集めも始めましょう。道具の注文等は時折大きな時

間のロスになります。 

 

Step 4: Script 

 

Tips for Writing a Script in English 

 

 TYPE your script on a computer. Use Word 

 It might be easier to write the script in Japanese first, then translate it.  

 Please DON’T use translation software to write your script. The translation software 

is very bad, so the teacher gets confused and can’t understand it. Of course, 

electronic dictionaries are okay and useful.  

 Anyway, you should write the script in both Japanese and English. It’s useful later 

for making Japanese subtitles in your movie.  

 Your script should include all the lines to be spoken in the movie and explanations 

of all important actions and gestures. (For example, “Yusuke goes out” or “Atsumi 

puts Mentos into the Pepsi.”)  

 It’s useful if you also include the kind of camera shots that you imagine for each 

line.  

 

Step 4: 台本 

 

英語でスクリプトを書くうえでの諸注意 
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 台本は PCでワードを使って書きましょう。 

 はじめに日本語で台本を書き、次に英訳する方法が簡単です。 

 台本を書くときは、翻訳サイトを使わないように。翻訳サイトが作る英文は意味不明

のため、マキーム先生が混乱してしまって理解できません。もちろん電子辞書は使用

可能で、有効的です。 

 台本は日本語と英語の両方で書きましょう。マキーム先生が台本をチェックする際の

手助けとなるほか、あなた自身が日本語字幕を付ける時の助けにもなります。 

 台本に必要な内容は、話される全てのセリフと重要なアクションや身振り全ての説明。 

(例えば、“ユースケが出ていく”や“アツミがペプシの中にメントスを入れる”など。) 

 各セリフごとにイメージする多方向からの撮影をしておくと後々便利です。 

 

 

 

Script Example 

   On the following pages is the first part of the script of “Too Shy to Find a Girlfriend.” 

Notice that the writers put the Japanese version under the English version. This makes 

it easier for the teacher to check the script.  

 

スクリプトの例 

次のページは“Too Shy to Find a Girlfriend”の冒頭の部分です。書き手が英語セリ

フの下に日本語セリフを入れている点に注目してください。これはマキーム先生がスクリ

プトをチェックするのを簡単にしてくれています。 

 

“Too Shy to Find a Girlfriend” Script 

 

 

1. Opening 

[Long shot: Boy is hanging around and finds the C&C office.] 

[The door is slightly opened, and he looked into the office.] 

[C&C let him in.] 

 

[Medium shot of C&C] 

C1: We’ve been waiting for you! 

 （待ってたよ） 

C2: Come in and sit down. 

 （どうぞ入って。そこに座って。） 

[Close-up of Boy] 

B: What…?? 

（え？） 

C1: I know you have a problem with relationships. 

 （あなた、恋愛で悩んでるでしょう？） 
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C2: You want a girlfriend but you are too shy to get one. 

 （シャイで彼女が出来ないのね） 

B: What!? How do you know about me!?!? 

（え？何で僕のことわかるんですか？？） 

C1: We know everything! 

 （何でもわかるよ） 

C2: We are gonna find a solution for you. 

 （私たちが解決してあげる） 

C1: So, show me your palm. I’m a good palm-reader. 

 （まず、手相を見せて。私、手相が見れるの） 

Oh! You have lucky lines in your palm. 

 （あなた、良い手相してるね） 

    What do you think, Claire? 

 （クレアはどう？） 

 

[Claire is shuffling cards.] 

 

C2: Hmmmm...... I can see a book…a lot of books… 

 （えっと…本が見える…たくさんの本） 

B: Books!?? 

 （本！？） 

C1: And… an office!! A Professor’s office. 

 （それから、研究室！教授の研究室） 

(continued)  

 

After you write the script:  

 Send it to McKim for checking: mckim@outlook.jp 

 McKim will send the corrected script back to you. Print your own copy.  

 Perhaps there are some parts that McKim can’t understand, so you have to meet 

him and explain those parts.  

 

 台本を書き終えたあと、確認のためにマキームに台本を送ります。(mckim@outlook.jp) 

 マキームが直した台本を送ってくれます。そして自分で印刷します。 

 おそらくマキームが理解できないパートがあるため、直接会って、説明しなければい

けません。 

 

Step 5: Pronunciation check 

 

   All members who have speaking roles in the movie should sit down with McKim to 

practice reading the script. McKim will give advice about correct pronunciation, rhythm, 

and intonation.  
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 The filmmakers should make an appointment with McKim. It’s your responsibility!  

 Also, the filmmakers must push “special guests” to make an appointment. It’s also 

your responsibility.  

 Do the pronunciation check A SHORT TIME BEFORE SHOOTING.  

 

Remember: It’s okay to use your friends who are not McKim-zemi members in your film. 

However, those members should also come to McKim’s office for the “pronunciation 

check” if they have lines in the film. 

 

Step 5: 発音チェック 

映画内で役を受け持つ全てのメンバーはマキームとスクリプトを読む練習をしなければ

なりません。マキームは正確な発音とリズムとイントネーションについてアドバイスをし

ます。 

 

 制作者は発音チェックするためにマキームに予約しなければなりません。 

 また、制作者はスペシャルゲストも予約しなければなりません。 

 発音チェックは撮影前に済ませておく。 

 

君の映画にマキームゼミ以外の人、あなたの友達の出演は OKです。だけど、そのメンバ

ーに、セリフがあるならば発音チェックをしてもらうためにマキームのゼミ室に来てもら

わなければなりません。 

 

 

 

 

Step 6: Planning the shooting 

 

6-1: Decide the order of shooting  

 

We seldom shoot scenes of a movie in order from Scene 1 until the last Scene. 

Usually, it’s faster and more logical to shoot the scenes in a different order. Think about 

the best order for shooting your scenes.  
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Step 6 : 撮影の計画 

 

6-1 撮影する順番を決めましょう。 

シーン１から最後のシーンまで順番に撮ることは珍しいです。 

大抵の場合、異なった順番で行うほうが早かったり、合理的に撮影を行うことが出来ます。 

撮影するのにベストなシーンの順番を考えましょう。 

 

6-2: Decide camera angles for each scene: What kind of shots? 

 

 Shoot every scene at least 2 times from different camera angles. 3 times is better. 

(If you don’t shoot various angles, you will regret it when you edit the movie.)  

When you shoot a conversation of 2 people, shoot it three times, like this:  

 

a. The whole movie from a “medium shot” of both actors. 

b. The whole movie again, with a close-up of Actor 1. 

c. The whole movie again, with a close-up of Actor 2.  

   

        a.       b.    c. 

 (See “Kinds of Shots” at the end of this material.)  

 

6-2 それぞれのシーンのカメラアングルと撮影の撮り方を決めましょう。 

 

 全てのシーンを最低でも 2つの異なったカメラアングルから撮りましょう。 

3つがより好ましいです。 

（もし色々なアングルで撮影をしなければ、編集をする時に後悔することになるでしょう。） 

 

2人の会話を撮影するとき、このように 3つ撮りましょう。 

a. 両方の役者の「ミディアム・ショット」から撮りましょう。 

b. 同じシーンを役者 1のクローズアップを撮りましょう。 

c. 同じシーンを役者 2のクローズアップを撮りましょう。 

 

 

（この書類の終わりの「撮影の種類」を見てみましょう。） 

 

 

 It’s a good idea to make a “shot list.” Think about EVERY shot that you need to 

make the movie. Write down the list before you begin shooting.  
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 撮影の前に「ショットリスト」を作りましょう。 

 

ムービーを作るのに必要なシーンすべてについて考えましょう。 

撮影するときに本当に役に立ちます。 

 

 

（Example of “Shot List”） 

 

6-3: Decide the time and make a reservation 

 

   The filmmaker should:  

 Confirm the day and time when all cast members can shoot 

 Choose and reserve a camera 

 Reserve the zemi room if you will use it 

 Reserve McKim, if you will use him 

 

Important advice!! 

   Don’t plan to shoot your whole movie in one day. Most movies need more than one 

day. Shooting a movie always takes more time than we expect.  

 

 

6-3 撮影をする日時を決めて予約を取りましょう。 

 

撮影する人は以下のことをしておきましょう。 

 全員が撮影に参加できる日にちと時間を確かめたり、カメラを選んで予約する。 

 もし使うなら研究室の予約をする。 

 そして出演依頼するなら、マキーム先生にも予約を入れましょう。 
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大事なアドバイス！！ 

ムービーの撮影日の予定を１日だけにしないでください。 

ムービーの撮影はいつも思った以上に時間がかかります。 

 

 

 

 

6-4: Other Preparation 

 Memorize your lines! 

 Encourage special guests to memorize their lines, too! 

 Prepare “cheat sheets” (カンニングペーパー) with large letters. (You can use the 

printer in the zemi room if you ask for permission.) 

 

6-4 その他の準備 

 自分のセリフを暗記しましょう。 

 他の出演者にも暗記してもらいましょう。 

 大きな文字サイズの「カンニングペーパー」を準備しましょう。 

（許可をとれば、ゼミ室のプリンターを使うことが出来ます。） 

 

Step 7: Shooting the movie 

 

7-1: Preparing Equipment 

 Use a tripod. The shooting will look steadier and more professional.  

 Use a microphone whenever you record actors speaking.  

 Connect headphones to the mike receiver to check for noise 

 

7-1 Preparing Equipment  

 

 三脚を使うと映像は安定して見え、よりプロっぽくなります。 

 マイクロフォン（小型マイク）を使うとどこでも出演者の声を録音できます。 

 カメラにヘッドホンを接続して騒音を確認しましょう。 
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7-2: Preparing the Location (Indoors) 

   Think very carefully about what is BEHIND the actors. Be careful NOT to shoot:  

 the actors’ bags and coats on a table 

 people who are not in the movie 

 windows and other surfaces that reflect light 

 

7-2 撮影場所の準備（確認）をしましょう（室内編） 

 

出演者の後ろに何が映るか、よく注意しましょう（または撮らないように気を付けよう） 

 テーブルの上にある出演者のカバンやコート 

 動画に出演しないはずの人たち 

 窓や光の反射 

 

7-3: Preparing the Location (outdoors) 

 Don’t shoot toward the sun. The sun should be above or behind the camera.  

 Don’t shoot when airplanes pass overhead 

 Don’t shoot when crows or other birds make noise 

 

7-3 撮影場所の準備（確認）をしましょう（屋外編） 

 太陽に向かって撮影しない。カメラの上か後ろになるようにしましょう。 

 飛行機が上空を通過しているときに撮影しない。 

 カラスなどの鳥が騒いでいるときには撮影しない。 

 

 
 

7-4: Tips for Directing 

 Don’t stop the camera when an actor makes a mistake. The actor should count 

two seconds and then say the line again.  

 Turn off the camera when you are not shooting.  

 

7-4 撮影（監督）をする時の秘訣 

 出演者がミスした時にカメラを止めない。二秒置いた後にもう一度やり直しまし

ょう。 

 撮影していないときにはカメラの電源を切りましょう。 
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7-5: Tips for Acting 

 Review the pronunciation of each line before filming. 

 Think about gestures and intonation (the rising and falling of your voice) to express 

your feeling. 

 Don’t depend on “cheat sheets.” If you must use cheat sheets, don’t look at 

them in a very obvious way.  

 Don’t speak too fast. Then your lines will not be clear.  

 

7-5 演技するための秘訣 

 撮影する前に、それぞれの文の発音を復習しましょう 

 あなたの感情を表現するためにイントネーションやジェスチャーについて考えま

しょう（あなたの声の上げ下げ） 

 カンニングシートに頼らない。もし使うのなら明らかに見ているようにならない

ようにしましょう。 

 早く喋りすぎないようにしましょう。しっかり聞こえなくなってしまいます。 

 

7-6: If You Can’t Finish… 

   If you can’t finish the scene that you want to shoot… 

 Don’t hurry up!  

 Make a plan to meet again for finishing the shooting as soon as possible.  

 Everyone must wear the same clothes again and have the same hair color, 

style, etc.  

 

7-6 もし、終わらせることができなかったら… 

もし、撮りたいシーンを終わらせることができなかったら… 

 急がないように！ 

 可能であるならばすぐに撮影を終わらせるためにもう一度計画を立てましょう。 

 全員がその時と同じ服、同じ髪型、同じ髪色でないといけません。 

 

THE MOST IMPORTANT RULE OF MOVIE-MAKING!! 

 

SHOOT EVERY SCENE AT LEAST 2 TIMES FROM DIFFERENT CAMERA ANGLES, 

AND 3 TIMES IF POSSIBLE. 

 

動画を作るときに最も重要なルール 

 

同じシーンを違う角度から少なくとも 2 回撮影する。 

可能であるなら 3 回の方がいいでしょう。 
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Also important:  

 

After shooting, download your shots to a computer as soon as possible, so that you 

don’t lose your data.  

 

もう一つ重要なこと 

 

撮影後、可能ならすぐにパソコンに自分の撮影したデータを紛失しないようにダウンロ

ードしましょう。 

 

About extra shooting 

   Sometimes, during editing, we notice that we don’t have enough good shots to make 

the movie. Some parts of the story are missing.  

   If it happens, you must ask all actors to come back in the same clothing for extra 

shooting.  

 

特別な撮影について 

 ときどき、編集している間に動画を作るために十分なカット（シーン）が足りないこと

に気が付きます。ストーリーの一部が失われてしまいます。 

もしそんなことが起きたら、特別な撮影のために同じ服装ですべての出演者に戻ってき

てもらえるかを確認しなければなりません。 

 

 

Step 8: Editing Part 1 

 

   Editing a movie with the Adobe Premiere Elements software is a complex process. 

We will learn how to do it later.  

 

  アドビ映像編集ソフトでの動画編集は、複雑な過程を要します。では、やり方を学

んでいきましょう。 

 

 

Finding music and sound effects 

   We have a “Sound Library” on our external hard drive (HD). The Sound Library 

contains many audio files for various kinds of background music (BGM) and sound 
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effects.  

 

   If you can’t find the music or sound effects that you want, consult McKim or an 

Equipment Committee member. We can probably find what you want.  

 

音楽や音響効果の見つけ方。 

  もし、必要な音楽や音響効果を見つけられなかったら、マキームや設備備品コミッ

ティーの人に聞いてみましょう。そうすれば、きっと欲しい音が見つかります。 

 

 

Important: Do NOT use the music of famous artists or movie soundtracks. 

YouTube may reject your movie completely if the movie contains copyrighted 

music.  

 

重要なこと：有名なアーティストや映画のサウンドトラックは使用してはいけません。
著作権で保護された音楽を使った動画は、YouTube に投稿できません。 

 

 

 

 

   As for subtitles (字幕), you don’t need to put them in yet. In fact, it’s better NOT to put 

in subtitles at this stage.  

   

  まだ字幕を入れる必要はありません。現段階では、字幕は入れないほうがいいです。 

 

Step 9: Rough Cut 

 

   In order to make a “Rough Cut” of your movie, you need:  

 

 All of the scenes of your movie. The movie should NOT have any “holes” or missing 

pieces.  

 

A Rough Cut does NOT need:  

 All the music 

 All the sound effects 

 All the special effects 

 Subtitles (字幕)  
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Step 9: Rough Cut 

 

  「ラフカット」を作成するために必要なこと： 

 全てのシーンを撮影すること。「空白」や、撮影していないシーンがあってはいけ

ません。 

 

ラフカットに必要ないこと： 

 全てに音楽をつけること 

 全てに音響効果をつけること 

 全てに特殊効果をつけること 

 全てに字幕をつけること 

 

A Rough Cut is a DVD of your movie. It takes 20-30 minutes to burn a DVD on the 

Adobe Premiere Elements software.  

Your DVD will be played during zemi class in front of all members. The other 

members will give you feedback on a “feedback paper” to help you improve the movie. 

 

   Before your DVD is played, you should stand up and tell other members about it. 

Some members can’t remember your presentation. Also, the movie has no subtitles, so 

some members might not understand. Therefore, tell the story of your movie.  

 

  ラフカットは、自分の動画用の DVD に焼きます。アドビ映像編集ソフトで DVD を

焼くには 2,30 分かかります。 

  自分の DVD は、ゼミの授業中にゼミ生の前で上映されます。他のゼミ生が、動画の

改善のためにフィードバックペーパーを書いて渡してくれます。 

 

  動画を上映する前に、立ってみんなに動画のことを説明しなければなりません。そ

の際、以前のプレゼンテーションの内容を覚えていないゼミ生もいます。また、ラフカ

ットには字幕がなく、動画の内容を理解できないゼミ生もいます。したがって、自分の

動画の内容をきちんと説明しましょう。 

 

 

   When you show your Rough Cut, other members will write a “feedback paper” to 

give you ideas for improving the movie. Of course, you will also write a feedback paper 

when other members show their Rough Cuts.  

   Let’s all try to give each other useful comments in a friendly and gentle way! 

 

  ラフカットを上映した後、他のゼミ生が「フィードバックペーパー」に動画を改善

するためのアイデアを書いてくれます。もちろん、他のゼミ生がラフカットを上映する

際には、あなたもフィードバックペーパーを書きましょう。 
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Step 10: Editing Part 2 

 

After the Rough Cut, the editing continues. You’re getting near the end now, so you 

need to decide about subtitles (字幕). We want many Japanese people to watch and 

enjoy our movies as well as people in other countries. You have 3 choices, and each 

one has good and bad points: 

 

ラフカット作成の後も、まだ続きがあります。しかしもう完成に近づいているので、

字幕について決める必要があります。他国の人々だけでなく、たくさんの日本人に私た

ちの動画を観てもらい、楽しんでほしいからです。そこで、選択肢が３つあり、それぞ

れに長所や短所があります。 
 

Subtitle choice Good point Bad point 

 

English subtitles 

英語字幕 

 

Everyone can see what you are really 

saying. 

全ての人が、何を言っているのかを見
ることができる。 

They are hard to read for 
Japanese people who are 
poor at English.  
英語に乏しい日本人には、
字幕を読むのが難しい。 

 

Japanese subtitles 

日本語字幕 

Japanese people will be able to 

understand your movie well. 

日本人の方々が、動画を寄り良く理解
できる。 

If your pronunciation is not 
clear, foreign people won’t 
be able to understand you. 
発音が曖昧な場合、外国人
が、何を言っているのかを 
理解できない。 

 

No subtitles 

字幕なし 

The audience will pay attention to 

your movie. 

視聴者が動画に集中できる。 

Some Japanese people, 
and maybe some 
foreigners, won’t 
understand you. 
日本人が、何を言っている
のかわからない。外国人も
理解できない可能性があ
る。 

English AND 

Japanese 

両方 

Useful when the audience might not 

understand your English. 基本の字幕
は日本語にして、曖昧な発音のところ
だけ英語字幕を使うことも可能です。 

A lot of trouble.  
面倒くさい。 
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Step 11: Final Cut 

 

When you think the movie is completely edited, you have to make a new DVD of the 

movie and show it to the class one more time. Sometimes, somebody may find a 

mistake (for example, a wrong 漢字 in the subtitles) or have a good suggestion. Then 

you have to edit the movie a little more. But if there aren’t any objections, you are 

finished with editing.  

 

Step 11: Final Cut 

 

  動画の編集をし終わったら、新しい DVD を作成し、もう一度ゼミのメンバーに見せ

なければいけません。たまに、誰かが間違い(字幕の漢字の誤字など)を見つけてくれる

ことがあります。その場合、もう少しだけ動画を編集しなければなりません。もし何も

指摘がなければ、動画編集完了です。 

 

 

 

Step 12:  Uploading and Promotion 

 

The key points to having a popular movie on YouTube are:  

 

 The title 

 The category 

 The description 

 The “tags” (検索 words) 

 The photo 

 

YouTube 上で動画を有名にするためのキーポイント： 
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 タイトル 

 カテゴリー 

 動画の説明 

 検索ワード 

 サムネイル 

 

If these things are interesting, many people around the world will find your movie and 

watch it. If they don’t look interesting, then few people will watch it.  

YouTube requires us to choose a category for each movie: “Comedy,” “How to,” 

“Travel,” etc. We must also write a short description. In McKim-zemi we write the 

description in both English and Japanese. You can see many examples on our YouTube 

page and McKim-zemi website.  

 

これらが面白ければ、世界中のたくさんの人々があなたの動画を発見し、閲覧して

くれます。これらが面白くなければ、ほとんど動画は見てもらえないでしょう。 

それぞれの動画が、どのカテゴリーに当てはまるかを選ばなければなりません。：「コ

メディ」「ハウツー」「トラベル」などです。そして、動画の短い説明も書かなければな

りません。マキームゼミでは、この説明を英語と日本語の両方で書きます。マキームゼ

ミの YouTube のページやウェブサイトで、具体例を見ることができます。 

 

 
 

 

   Our zemi’s YouTube account is registered to McKim, so only McKim can upload your 

movie to YouTube.  

  マキームゼミの YouTube のアカウントは、マキームで登録してあります。したがっ

て、マキームしか YouTube に動画を投稿することができません。 

 
 

Promotion 

    

Your job is not finished yet! You should promote your movie. Try to make many 

people watch it!  

 

 Write a message for the McKim-zemi Facebook page.  

 Put a link to the movie on your own Facebook page.  

 Give nice comments to the movies of other zemi members on Facebook (so that 
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they will do it for you, too).  

 Use other social media, too (Twitter, etc.).  

 Check your movie on YouTube for comments from fans. Write messages back to 

the fans.  

 Tell your friends all over the world about your movie.  

 
プロモーション 
 
  まだやることは終わってないです。自分の動画を宣伝しましょう。多くの人に動画
を観てもらえるようにしましょう。 
 
 マキームゼミの Facebook に、メッセージを投稿しましょう。 
 あなたの Facebook に、動画のリンクを貼りましょう。 
 Facebook で、他のゼミ生の動画に素敵なコメントを投稿しましょう。 

 

 

 

English or Japanese? Let’s Review 

英語か日本語か？確認しましょう。 

Task Language 

Your Presentation 

プレゼンテーションのとき 

English or Japanese is okay. 

英語と日本語、どちらでも可。 

Your Script 

台本を書くとき 

English and Japanese  

英語と日本語の両方。 

Acting in a film 

動画内で喋るとき 

English only!  

英語のみ。 

Writing comments for other members 

他のゼミ生へコメントを書くとき 

English or Japanese is okay. 

英語と日本語、どちらでも可。 

Adding subtitles to your movie 

字幕をつけるとき 

English or Japanese (or nothing, or both) 英語、

または日本語。(字幕なし、両方も可) 

Your Description for YouTube 

YouTube に説明を書くとき 

English AND Japanese  

英語と日本語の両方。 
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Kinds of Shots 

    

long shot: ロングショット A shot that is taken far away from the actors so that we can 
see their whole bodies 離れたところから役者の全体が映るように撮影します。 
 

    
medium shot: メディアムショット A shot in which we can see the upper bodies of the 
actors 役者の上半身が映るくらいに撮影します。 

    

close-up shot: クローズアップショット A shot that shows one person’s face １人の
顔だけが映るくらいまで近づいて撮影します。 

 

   
extreme close-up shot: スーパークローズアップショット A shot that shows only part 
of a person’s face or body １人の顔(身体)の一部だけが映るくらいまで近づいて撮影
します。 
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establishing shot: 建物撮影 A shot that shows the location of the scene. [For example, 
a shot of the outside of a hospital, before showing a room inside the hospital.]  
場所を示すシーンの撮影です。例えば、病院の中を撮影で使う場合、視聴者がわかりや
すいように、まず病院の外を撮影します。 
 

    

exterior shot: 屋外撮影 

A shot that is taken outdoors 外で撮影することです。 

 

    
interior shot: 屋内撮影  
A shot that is taken indoors 建物の中で撮影することです。 
 

 ←  

POV shot (Point-of-view shot): POV ショット A shot which is taken from one 

character’s eyes. 登場人物の目線で撮影します。 

(In the first picture, we see the mean girl from the gentle girl’s POV.)   
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night shot: A shot taken in a dark place, using the camera’s “night shot” function 

暗い場所での撮影です。カメラの「ナイトショットモード」を使用します。 


