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McKim-zemi Principles and Goals  
The Four Main Principles of McKim-zemi 

 

1. McKim-zemi is about making films.  

There will be lectures about movie-making and English pronunciation, but mainly we 

make our own short movies in this zemi.  

 

1. マキームゼミは映画を作る 

ムービーの作り方や英語の発音について講義があります。が、このゼミでは自分たち

でムービーを作るのがメインです。 

 

2. McKim-zemi is a creative zemi and an action zemi.  

Most seminars are “passive classes.” Students learn English by reading English 

literature or by studying the English language. In this seminar, we actively use English 

by creating movies. You must do things on your own initiative—and not wait until the 

teacher tells you to do them. Your grade in this seminar has nothing to do with how 

clever you are or your English skill. Your grade depends on how active and creative you 

are.  

 

2．マキームゼミは創造的でかつ行動的なゼミ 

多くの授業は受け身(話を聞くばかり)な形式で、生徒たちは英文学を読んだり英語学

を研究することで「英語」を身につけます。しかしこのゼミではムービー を作ること

を通じて「積極的」に英語を使います。あなたは自らの意志で行動しなければならず、

先生の指示を待つばかりではいけません。あなたの英語力はこのゼミの成績評価には影

響しません。どれだけ積極的で創造的になれるかが成績評価に影響します。 

 

3. In McKim-zemi we make movies in English.  

McKim-zemi belongs to the English Department of KGU. Therefore, we should not 

make movies in Japanese or silent movies. You must use your imagination, and you 

must use it in English. (But Japanese subtitles are okay.) 

 

3. マキームゼミにおいてわたしたちは英語で動画を作ります。 

マキームゼミは関東学院の英語文化学科に属しています。なので、私たちは日本語の動

画や無声の動画をつくるべきではありません。あなたの想像力を使い、英語で動画を制

作して下さい。（ですが、日本語の字幕は使用可能です。） 

 

 

4. McKim-zemi is one of KGU’s ways of communicating with the world. 

Thanks to the internet and especially YouTube, we can communicate our ideas to 

people all over the world. Already, some McKim-zemi movies are more famous than 

KGU’s rugby team in the world outside Japan. Please remember that you are 

representatives of KGU for people all over Japan and all over the world.  

 

４．インターネット、特に YouTube を通じて、私たちのアイディアを世界中の人々と共有する

ことが出来ます。すでにこのゼミのいくつかのビデオは、KGU のラグビーチームよりも世界的

に有名になっているものもあるのです。日本だけではなく、世界中で、あなた方一人一人は KGU

の代表であるということを覚えておいてほしいです。 
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General Goals of McKim-zemi (McKim ゼミの目標) 

   We will show people that…  

 

1. KGU is a cool place, and 

2. People in the English Department of 

KGU have fun and enjoy using English.  

 

 

 

How will we show them?  

 

By making a lot of films in English 

and putting them on the internet.  

 

Especially who do we want to show our 

films to?  

 

Our target audience is: 

 People in other countries 

 Japanese high school students 

 If possible, the mass media 

 

私たちは… 

 

１． KGU はクールな場所で、 

２． KGU 英語文化学科の生徒たちは、楽

しみながら英語を使っている 

 

…ということを証明していきたい。 

 

どのようにして観せるのか？ 

 

英語でたくさんの映画を作り、それらをイ

ンターネット上に載せる！ 

 

 

特に観てほしいのは？ 

 

 

● 海外の人々 

● 日本の高校生 

● 可能であれば、マスメディア 
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About $$$ in McKim-zemi: Why You Have to Pay 
 
   It costs a lot of money to make movies. Here are the main sources of money: 

 

Source Amount Explanation Used for…? 

Zemi Allowance from 

KGU 

 

About ¥55,000 per year 

We can use this money for 

almost anything. 

We usually use it for 忘年

会 party.  

McKim’s  

研究費 

McKim gets about ¥350,000 

from KGU for 研究 per year. 

McKim uses most of the money 

for 旅行 研究, but about 

¥150,000～ ¥200,000 is left 

over. 

For big equipment like 

cameras, computers and 

software. 

Our College About ¥3000 per person, per 

night 

When we have 合宿, the 

college will pay part of the cost 

of lodging. 

合宿 

Member’s Fee paid by 

all zemi members 

Each member pays ¥1000 at 

the start of each semester. 

(It’s ¥2000 per year.) 

We can’t use KGU money to 

buy certain things like 

costumes, sound effects, 

props, etc. 

For costumes, props, etc., 

for our movies.  

Zemi members ??? This is voluntary. You don’t 

have to pay money if you don’t 

join special events.  

Except 忘年会, when we 

have 合宿, drinking parties, 

or other events, members 

must pay. 

 

   To summarize, you have to pay ¥2000 to McKim-zemi every year—but you can use part of 

this money for your own movie projects. Plus, you have to pay money when you join a party or 

other social activity.  

   That’s all! You don’t have to buy any books!  

 
 
McKim ゼミの＄＄＄：なぜお金を払うのか？ 
 
映画を作るのにはたくさんのお金がかかります。これらが主な使い道です。 

 

供給先 金額 詳細 使い道 

KGUからのゼミ費 １年間で約¥55,000 何にでも使うことが出来る 通常、忘年会の費用にあて

られる。 

McKim の 

研究費 

KGU か ら １ 年 間 で 約

¥350,000 

McKim の旅行 研究にほぼ使わ

れるが、¥150,000 から￥200,000

余る 

カメラ、パソコン、ソフト

ウェアーなど 

国際文化学部 一人あたり約 3000 円 合宿がある場合、大学は宿泊の費

用の一部を支払うことになる 

合宿 

全マキームゼミメ

ンバーから 

半期ごとに¥1,000 ずつ。１年

で¥2,000 

KGU からのお金では衣装、音響効

果、小道具などは買うことが出来

ない 

衣装代など 

ゼミメンバーから 未定 飲み会などのイベントに参加しな

い場合は払う必要はない 

忘年会以外の飲み会や合宿

費などは、各自で支払う 

 

要するに、毎年¥2,000 支払わなければならないことになります。しかし、これらのお金をあ

なた方の映画製作費に充てることも出来ます。そして、各行事などに参加する場合はまた別にお

金も支払わなければなりません。 

以上です！教科書などを買う必要はありません！ 
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Juniors’ General Plan for 2020 

Projects             Other 

          Early April: Orientation & 1st party 

          April: Presentation skills 

Late April: Presentation of 1st project       Late April: How to use cameras, etc. 

          Early May: Begin committee work 

          Mid-May: Pronunciation training 

Mid-May: Script of 1st project         

          May: Acting in McKim’s & seniors’ projects 

 

May-June: Finish shooting 1st project 

               June: Continue committee work 

          Late June: Editing lessons begin 

Late June: Finish 1st project 

          July: Editing training continues 

           

July: Presentation of 2nd project      July: Continue committee work 

          

         

Late July: Script of 2nd project       Summer: 合宿? BBQ party? 

          September: Advanced editing 

          training 

Mid-October: Finish shooting 2nd project      October: Be more active on committees 

          Mid-October: Help recruit new members 

           

Mid-November: Finish 2nd project       November: Edit your own project 

 

          November: Continue committee work 

Late November: Presentation of 3rd project 

        December: 忘年会 

          

Early December: Script of 3rd project     Mid-December: Take control of 

          committees 

           

Mid-January: Finish shooting 3rd project           January: Seniors’ farewell party 

Late January : Finish 3rd, start 4th       February: Prepare to welcome juniors 

春 

夏 

秋 

冬 
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Organization of McKim-zemi, 2020 

 

 

 

 
Organization of the Zemi 
   We don’t have a “zemi-cho” in this 
zemi.  
   Members of the zemi are divided into 4 
committees. Every member must belong 
to one. The committees are listed below.  

 
The committees have meetings 3 or 4 

times per semester. The meetings are held 
after the zemi lesson ends, and 
sometimes continue after zemi period 
ends. McKim attends some meetings, but 
the meetings are led by the Chairperson 
(in Japanese). One week after a meeting, 
one member of the committee tells the 
whole zemi about the meeting.  

The Chairpersons also have meetings 
with McKim sometimes to talk about 
general zemi matters.  
 
Juniors On Committees 

Before Golden Week, Junior members 
can express their first choice of committee. 
However, McKim and seniors will decide 

 
Organization of the Zemi 
 ゼミ長はいません。ゼミ生は４つの com- 
mittee(委員会)に分けられます。 
みんなどれか１つの committee入らなければな
りません。Committeeは以下の４つです。 
 
Committee は学期ごとに３，４回ミーティングが
あります。ミーティングはゼミ授業の後からスタ
ート。時にはゼミの時間帯以降も続きます。
McKim は ミ ー テ ィ ン グ に参加す るが 、
Chairperson が日本語で進行します。ミーティン
グの１週間後に、１人のメンバーがミーティング
で話されたことをゼミの中で皆に伝えます。 
 
Chairperson グループも時々ゼミ全体の必要事
項についてマキームとのミーティングがありま
す。 
 
 
Juniors Committees 
ゴールデンウィークの前に、３年生は入りたい
Committeeを選択します。でも、McKimと４年生
がどのメンバーがどの Committee に入るかを
決めます。３年生は友達と同じ Committeeに入

McKim 

 

Activities Committee 

Chairperson 

Seniors 

Juniors 

Equipment Committee 

Chairperson 

Seniors 

Juniors 

 

PR Committee 

Chairperson 

Seniors 

Juniors 

 

Chairpersons

 

Group 
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which committee each junior joins. 
Juniors, please understand that you 
probably will not be on the same 
committee as your friends. 

 
Every committee consists of: 

 
 McKim 
 The Chairperson (a Senior) 
 2-3 other Senior members 
 3-4 Junior members 

れない可能性があるということを理解しておい
てください。 
 
 
 
すべての Committeeには・・・ 
 
 McKim 
 The Chairperson (４年生) 
 他の４年生２～３人 
 ３年生３～４人 

           …がいます。 

 
Activities Committee 
 
2020 Chairperson: Rhadell Suzuki 
 
   The duties of this committee are as 
follows: 
 
 You gather all members’ opinions 

about a group trip (合宿). If we decide 
to have a trip together, you will 
organize every part of it.  

 
 One senior member is the 

representative of McKim-zemi for the 
“zemi rengo-kai” 

 
 You organize parties and other special 

events for the whole zemi. 
 
 Contact and negotiate with American 

students to maintain our “Virtual 
Exchange” program 

 
 If there are not enough volunteers, 

committee members must take part in 
the Virtual Exchange.  

 

 

Activities Committee 

 
2020年の Chairpersonは 鈴木 ラデール 
 
Committeeの仕事は以下の通り 
 
 合宿について、メンバー全員の意見を集

めます。もし一緒に行くとしたら、それにつ
いて取りまとめていきます。 

 
 
 ４年生のメンバーの誰か一人が英米ゼミ

連合会でマキームゼミ代表になります。 
 

 ゼミの飲み会や他のイベントなどを取り仕
切ります。 

 
 マキームゼミ専用「バーチャル国際交流」

を維持するために、アメリカ人学生との連
絡や交渉をします。 

 
 志願者が足りない場合は、委員会のメン

バーはバーチャル国際交流に参加しなけ
ればなりません。 

 

 
Equipment Committee 
 
2020 Chairperson: Haruka Sato 
 
   The duties of this committee are as 
follows. 
 
 Seniors teach some lessons to 
juniors about using cameras and other 
equipment, and how to find or take care of 
costumes, etc. 
 
 You collect the members’ fees (¥1000) 
from all zemi members twice a year. (The 
money is for costumes, etc.) 
 
 What kind of equipment do we need? 

 
Equipment Committee 
 
2020年の Chairpersonは 佐藤 遥 
 
Committeeの仕事は以下の通り 
 
 設備の使い方、コスチュームの扱い方を

教える。 (４年生) 
 

 
 年に２回ゼミメンバー全員から１０００円ず

つ徴収します。（このお金は衣装などを購
入に使います） 

 
 予算と購入備品のチェックをして、どんな

備品（カメラ・パソコン・ソフトウェア・マイク
など）が良いか、マキームの手助けをしま
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(Camera? PC? Software? Microphones?) 
You check the budget and help McKim to 
choose the best equipment to buy.  
 
 You organize all equipment that we 
have in McKim’s office: cameras, 
microphones, manuals, tripods, costumes, 
etc. Make a system so that all members 
can find everything easily. 
 
 We have a collection of sound effects 
and music called “Sound Folder.” Update it 
and make it easy for members to use.  
 
 We have a “Costumes Catalogue” to 
help members find costumes and props. 
Update it every year.  

す。 
 
 
 研究室の備品を整理します。カメラ・マイ

ク・マニュアル・衣装･などを、誰が見ても
分かりやすく見やすいシステムを作りま
す。 

 
 “Sound Folder” というオーディオ・ファイ

ル（効果音と音楽）の収集があります。そ
れをアップデートしたり、メンバーが使いや
すくしたりします。 

 
 在庫にあるコスチュームの「カタログ」があ

ります。毎年アップデートするのが必要で
す。 

 
 
PR (Public Relations) Committee 
 
2020 Chairperson: Akina Okada 
 
The duties of this committee are as 
follows. 
 
 You update and improve the 

McKim-zemi website. Think of ways to 
make the website more attractive. 

 
 Above all, you should research ways 

to attract more visitors to our website. 
Also, you think of ways to attract more 
viewers and subscribers to our videos, 
especially Japanese high school 
students. 

 
 You design the PR page for 

second-year students, and think of 
ways to attract plenty of second-year 
students to the zemi. 

 
 One or more juniors attend the 

English Department’s event for 
sophomores to tell about McKim-zemi 

 
 You organize and take part in special 

events for the university, such as 
Open Campus or Communication 
Contest (if necessary).  

 
 Help make teaching materials for the 

new Juniors of next year, such as this 
“Orientation” material.  

 
 If there are many applicants, help 

McKim decide which sophomores can 
join the zemi. 

 

 
PR （Public Relations）Committee 
 
2020年の Chairpersonは 岡田 亜希奈 
 
Committeeの仕事は以下の通り 
 
 
 McKim Zemi のサイトをアップしたり更新し

たりします。魅力的なサイトにする方法を
考えてください。 

 
 特に、ゼミのサイトの訪問者を増やす方法

をリサーチするべきです。私たちの映画を
たくさんの高校生などの視聴者に見てもら
う方法も考えます。 

 
 ２年生のためにゼミＰＲページのデザイン

をします。また多くの２年生を引きつける方
法も考えます。 

 
 
 英語文化学科のゼミ説明会に出席して、

全２年生の前でゼミを説明します。（３年
生） 

 
 
 大学から何か特別な活動を依頼されたら

（例えばオープンキャンパスやコミュニケー
ションコンテストなど）取り仕切ってくださ
い。 

 
 “Orientation for McKim-zemi”や “Steps 

of Making a Movie”など作ることを手伝い
ます。 

 
 新しいゼミメンバーを選ぶのを手伝いま

す。 
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Grades in the Seminar 

    

Grades in McKim-zemi are decided by a “point system.” Everyone starts with 

0 points. Your grade is determined by how many points you get by the end of the 

semester. 

 

成績の付け方 

 

マキームゼミの成績の決め方は「ポイント制」です。みんな最初はゼロポイン

トから始まります。あなたの成績は学期終了までに得られるポイント数によっ

て決まります。 

 

Juniors’ Grade in Spring Semester 

ジュニア：春学期 

 

For 単位, you MUST 

 Finish your 1st project 

 Help in McKim’s project 

 Finish your 2nd project script 

 

For an S Grade… 

 Finish your 1st project 

 Help in McKim’s project 

 Help in other members’ projects 



- 11 - 

 Finish your 2nd project script 

 Work for your Committee 

 

春学期は単位取得のため、以下の２つの事をしなければならない 

 １つのムービーを完成させる 

 マキームのムービーを手伝う 

 ２つ目のムービーの台本を作り終える 

 

For an S Grade… 

 １つのムービーを完成させる 

 マキームのムービーを手伝う 

 他のメンバーのムービーを手伝う 

 ２つ目のムービーの台本を作り終える 

 Committee の仕事をきちんとする 

 

 

Juniors: Spring Semester in detail 

 

Finish & Upload your 1st movie (Maximum 26. Target 17) 

   The first project must be completely finished by the last zemi class. If not, you 

get an F grade in zemi.  

 

16-26 points for solo project 

14-24 points for 2-person project 

11-21 points for 3-person project 

 

   Exact score is decided by the teacher. How much English do you use? How 

hard did you work? How good is your movie? Etc.  

 

 

１つのムービーを終わらせてそれをアップロードする。 

（最大 26points、目標は 17points） 

 

ファーストプロジェクトを春学期の最後のゼミまで完全に終わらせなければな

りません。そうしなければ、あなたが取得するゼミの成績は「Ｆ」です。 

 

16-26 points：for solo project   （一人で制作） 

14-24 points：for 2-person project （二人で制作） 

11-21 points：for 3-person project （三人で制作） 
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＊正確なスコアの決定をするのは先生です。どのくらいの英語を使っている

か？どのくらい一生懸命仕事をしたのか？どのくらい良いムービーを作った

か？ など。 

 

 

Finish the script of your 2nd movie (Maximum 9. Target 6) 

   The second script must be completely finished by the last zemi class. If not, 

you get 0 points. 

 

8-9 points for solo project 

6-7 points for 2-person project 

5-6 points for 3-person project 

 

   Exact score is decided by the teacher. How much English do you use? How 

hard did you work? Etc.  

 

・2nd ムービーのスクリプトを作り終える 

（最大 9points、目標は 6points） 

 

２つ目のスクリプトは最後のゼミクラスまでに完成させる必要があります。

もしも、終わっていなければあなたは「０」ポイントになります。 

 

8-9 points：for solo project 

6-7 points：for 2-person project  

5-6 points：for 3-person project 

 

これも「＊」の通りの評価になります。 

 

 

Participate in McKim’s movie (Maximum 7. Target 5) 

0-7 points 

 

   Exact score is decided by the teacher. How much time did you spend? Etc.  

 

マキームのムービーに参加する 

（最大 7points、目標 5points） 

0-7 points 

「＊」の内容と、どのくらいの時間を費やしたか？など 
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Work for your Committee (Maximum 5. Target 4)  

   Attend meetings and do the jobs that the seniors and teacher tell you to do.  

 

0-5 points 

 

Committee（委員会）の仕事 

（最大 5points、目標 4points） 

0-5points 

会議に参加をして先輩や先生からの指示を受けてください。 

 

 

Helping Others (Maximum 15. Target 8)  

You get 3 or 5 points each time you help other members with their projects: 

being in their movie, being a cameraman, etc.  

 

他の人を助ける 

（最大 15points、目標 8points） 

他のゼミメンバーの手助けするたび 3points か 5points もらえます。 

ムービーに出演することや、カメラマンとして撮影を手伝うことなど。 

 

 

Bonus Points 

   The teacher gives bonus points in special cases when a zemi member does 

something very great or helpful.  

 

ボーナスポイント 

  

 先生は特別にゼミメンバーへ何か非常に役に立つことをした時に特別なボ

ーナスポイントを与えます。 

 

 

Attendance: (Maximum 0, Target 0) 

-1 point for every absence, for any reason except 教育実習 or 留学.  

-0.5 point for late, for any reason 

-1 point for being rude in class: too noisy, sleeping, etc.  

 

出席（最大 0points 目標 0points） 
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-1 教育実習や留学などの理由もなく、欠席する 

-0.5 何も理由もなく遅刻をする 

-1 クラスで失礼なことをする ex）うるさくする、寝る、携帯いじる etc.. 

 

 

Total: 62 points (Target: 40)  

トータル：62 points （目標 40 points） 

S: 40+ 

A: 35-39 

B: 30-34 

C: 25-29 

F: 0-24 

 

 

Juniors’ Grade in Fall Semester 

ジュニア：秋学期 

 

 

For 単位, you MUST 

 Finish 2 projects 

      OR 

 Finish 1 project and work hard in Virtual Exchange 

 

For an S Grade… 

 Finish 2 projects 
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 Work hard in Virtual Exchange 

 Help in other members’ projects 

 Finish your script of next year’s 1st project 

 Work for your Committee 

 

秋学期は単位取得のため２つの事どちらかをしなければならない。 

① ２つのムービーを完成させる。 

② １つのムービーを完成させ、Virtual Exchange に積極的に参加。 

 

※S 成績が欲しい場合は 2 本のムービーを完成、Virtual Exchange

に参加する必要がある (+ 他のメンバーのムービーを手伝う、来年

度１つ目のムービーの台本を作り終える、Committee の仕事をきち

んとする)。 

 

Juniors: Fall Semester in Detail 

 

Finish & Upload your 2nd movie (Maximum 26. Target 18) 

   (2nd project must be finished BEFORE you begin the 3rd.)  

 

16-26 points for solo project 

14-24 points for 2-person project 

11-21 points for 3-person project 

 

Finish & Upload your 3rd movie (Maximum 26. Target 18) 

16-26 points for solo project 

14-24 points for 2-person project 

11-21 points for 3-person project 

 

   Exact score of a movie is decided by the teacher. How much English do you 

use? How hard did you work? How good is your movie? Etc.  
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2nd ムービーを終わらせてそれをアップロードする。 

（最大 26points、目標は 18points） 

   (3rd ムービーに取り掛かる前に 2nd ムービーを終える必要がある) 

 

16-26 points for solo project 

14-24 points for 2-person project 

11-21 points for 3-person project 

 

3rd ムービーを終わらせてそれをアップロードする。 

（最大 26points、目標は 18points） 

 

16-26 points for solo project 

14-24 points for 2-person project 

11-21 points for 3-person project 

 

＊正確なスコアの決定をするのは先生です。どのくらいの英語を使っている

か？どのくらい一生懸命仕事をしたのか？どのくらい良いムービーを作った

か？ など。 

 

 

Finish the script of your 1st movie for next year (Maximum 9. Target 6) 

   The second script must be completely finished by the last zemi class. If not, 

you get 0 points. 

 

8-9 points for solo project 

6-7 points for 2-person project 

5-6 points for 3-person project 

 

   Exact score is decided by the teacher. How much English do you use? How 

hard did you work? Etc.  

 

来年の 1st ムービーの台本を完成させる(最大 9point、目標は 6points) 

年内最後のゼミ授業までに終えなければならない。やらない場合は 0points 

 

8-9 points for solo project 

6-7 points for 2-person project 

5-6 points for 3-person project 

＊正確なスコアの決定をするのは先生です。どのくらいの英語を使っている

か？どのくらい一生懸命仕事をしたのか？ など。 
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Participate in Virtual Exchange with American students (Maximum 20. 

Target 15) 

0-20 points 

 

   Exact score is decided by the teacher. How much time did you spend? Etc.  

 

バーチャル国際交流に参加する（最大 20point、目標 15point） 

 

0-20 point 

「＊」の内容と、どのくらいの時間を費やしたか？など 

 

 

Work for your Committee (Maximum 8. Target 6)  

   Attend meetings and do the jobs that the seniors and teacher tell you to do.  

0-8 points 

 

Committee（委員会）の仕事 

（最大 8points、目標 6points） 

0-8points 

会議に参加をして先輩や先生からの指示を受けてください 

 

 

Helping Others (Maximum 15. Target 8)  

You get 3 or 5 points each time you help other members with their projects: 

being in their movie, being a cameraman, etc.  

 

他の人を助ける 

（最大 15points、目標 8points） 

他のゼミメンバーの手助けするたび 3points か 5points もらえます。 

ムービーに出演することや、カメラマンとして撮影を手伝うことなど。 

 

 

Bonus Points 

   The teacher gives bonus points in special cases when a zemi member does 

something very great or helpful.  

 

ボーナスポイント 
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先生は特別にゼミメンバーへ何か非常に役に立つことをした時に特別なボー

ナスポイントを与えます。 

 

 

Attendance: (Maximum 0, Target 0) 

-1 point for every absence, for any reason except 教育実習 or 留学.  

-0.5 point for late, for any reason 

-1 point for being rude in class: Too noisy, sleeping, etc.  

 

出席（最大 0points 目標 0points） 

 

-1 教育実習や留学などの理由もなく、欠席する 

-0.5 何も理由もなく遅刻をする 

-1 クラスで失礼なことをする ex）うるさくする、寝る、携帯いじる etc.. 

 

 

Total: 104 points (Target: 71)  

S: 70+   B: 60-64  F: 0-49 

A: 65-69  C: 50-59 

 

 

トータル：104 points （目標 71 points） 

 

S：70＋ 

A：65 -69 

B：60 -64 

C：50-59 

F：0-49 
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Getting Started on Your First Project 

 

Rules for Making Movies 

Together in McKim-zemi 
 

   In this zemi, I encourage you to make 

your own movies alone. Writing and 

directing a movie by yourself is not so 

difficult, but it’s very difficult to shoot a 

good movie alone. We need other people 

as actors, cameramen, etc. Sometimes, 

we need a lot of people.  

Please follow these rules when we 

make movies in this zemi.  

 

1. You can ask other members 

(including seniors, juniors and the 

teacher) to help with your movie as actors, 

cameraman, assistant director, etc., etc. 

However, YOU must be the main cast of 

your movie! “Guest cast members” 

should not have so many lines.  

 

2. When you ask other members to 

appear in your movie as actors, you can 

ask them to do anything. However, 

please try not to ask someone to do 

something that is very embarrassing for 

the person (especially girls).  

 

3. If another member asks you to 

appear in a movie, you can say No. But 

please be polite and try to compromise. 

(For example, say “I’ll do it, but I don’t 

want to wear that costume.”) You can’t 

get angry at the person only for asking 

you (unless the idea is verrrry 

embarrassing).  

 

4. If you say No, No, No every time 

someone asks you to help, without giving 

a good reason, eventually other members 

(including the teacher) won’t like you.  

ムービーを作る時のルール 

このゼミでは、一人でプロジェクトを作る

場合マキーム先生が手伝ってくれる場合が

あります。１人で台本を書くことはそんな

に難しくないですが、一人で撮影すること

は大変です。撮影をするときだけ何人か手

伝ってもらう必要があります。演じる人、

カメラマンなどです。時々、大人数のシー

ンでは何人かに手伝ってもらう必要があり

ます。 

撮影するときは、ルールに従ってください。 

 

１．人が足りないときは、同年代・先輩・

先生にカメラマンや演じる人など助けても

らうことができます。しかし、作る人はそ

のムービーの主人公（メイン）でなくては

なりません。 

 

 

２．自分のムービーに出てくれるように頼

んだ人には、いろいろその人に頼むことが

できます。しかしその人が恥ずかしい思い

をするようなこと、失礼なことはやめまし

ょう（特に女性には）。 

 

 

３．もし他のメンバーからムービーに出る

ように頼まれた場合、断わる事も出来ます。

しかし、思いやりを持ち、妥協をして欲し

いです。（例えば、「出ても良いけど、～み

たいな衣装は着たくない」など）出演を頼

まれても、頼んできた人に対して怒るべき

ではありません。（ムービーの内容がよっぽ

ど酷くない限り） 

 

 

４．もしあなたが納得のいく理由も無くい

つも出演を断り続けていると、他のメンバ

ー（先生も含む）から嫌われてしまうでし

ょう。 

 



- 20 - 

5. If you ask another member to be in 

your movie and the person says No, you 

must respect the person’s answer. You 

can’t get angry at him/her. Try to think of 

another way to make your movie.  

 

6. After your movie is partly edited (the 

so-called “rough cut”), you have to show 

it to classmates during class and ask 

them for their criticism and comments. 

 

7. When you watch other members’ 

movies in class, you should try to give 

criticism and comments. It means not 

only praise, but also negative comments 

sometimes. You can write down your 

comments or tell them orally.   

 

8. When someone gives you sincere 

criticism about your movie, you can’t get 

angry. You don’t have to follow the advice, 

but you should be grateful for the advice.  

 

 

9. It’s okay to ask people who are not 

McKim-zemi members) to appear in your 

movie. In general, all the rules above 

apply the same for such people except… 

 

10. …people who are not members of 

McKim-zemi can’t join the lesson for 

giving criticism and comments.  

 

５．もしあなたが他のメンバーに出演を頼

んで断わられた場合、その人の意見を尊重

しなければなりません。あなたがその人（出

演を頼んだ人）に怒るのはいけません。別

の方法を考えましょう。 

 

６．ある程度の編集が終わったら（それを

“ラフカット”と呼ぶ）、授業中に他のメン

バーに見せ、アドバイスやコメントを貰い

ましょう。 

 

７．他のメンバーのムービーを授業で見た

とき、あなたはコメントをしなければいけ

ません。良い評価だけでなく、否定的なコ

メントも時々しなくてはいけません。コメ

ントを書くことも出来るし、それか口頭で

伝えることも出来ます。 

 

8. ゼミのメンバーがあなたのムービーに

対して真剣な評価をしたとき、あなたは怒

ってはいけません。アドバイスに耳を傾け

る必要はないですが、アドバイスには感謝

しなければいけません。 

 

9. マキームゼミメンバー以外の人があな

たのムービーに出演するのは問題ないです

が、上記のルールは、マキームゼミメンバ

ー以外の人にも適用されます。 

 

10. マキームゼミメンバー以外の人は授業

に参加することもコメントをすることも出

来ません。 

 

 

 

 
    


