
 

2022 年 10月入学生募集用広報ツール制作業務 

仕 様 書 
 

1. 業務概要等 

 

１）業務名 

2022年 10月入学生募集用広報ツール制作業務（以下｢本業務｣という。） 

 

２）目的 

2022 年 10 月入学生募集のための広報活動をより効果的に実施するためのツールと

して、ポスター（印刷物）、リーフレット（印刷物）、動画 CM（映像媒体）を制作し、

放送大学に関する理解をより深めるとともに、入学への興味・関心を高め、出願促進

を図る。 

 

３）業務内容 

2022 年 10 月入学生を募集するための広報ツールに対する放送大学学園（以下「本

学園」という。）の基本的な考え方を反映した以下を制作し、データ形式毎に納品を

行うこと。 

１．ポスターのデザイン 

２．リーフレットのデザイン 

３．動画 

また、制作に当たっては、学生募集活動の効果を最大化できるよう本学園担当者と

調整するものとする。 

 

４）ツール制作における基本的な考え方 

  いつでも、どこでも、だれにでも広く開かれた大学という放送大学の特徴・魅力は以

下である。 

いつでも：放送授業は、BS・インターネットで配信され、いつでも学べる。 

どこでも：自宅、職場、全国 57ヶ所の学習センター、どこでも学べる。 

だれでも：入学試験がなく 15歳以上で学ぶ意欲のある人は、だれでも学べる。 

 上記を前提に、本学園の求める学生獲得の効果が最大化されるビジュアルとコピーに

て表現する。 

 

 

 



 

５）広報ツールごとの仕様 

 

Ａ）ポスター 

種類 【1-1】ポスターB2サイズ 【1-2】ポスターA3サイズ 

納品

形式 
印刷用 PDF／Aiデータ 印刷用 PDF／Aiデータ 

要素 

以下の様子を必須として盛り込むこと。 

① 「2022年 10月入学生募集」が伝わるテキスト 

② 放送大学タグライン、ロゴ 

・【すべての「学びたいに」、OPEN。】（このうち【】は除いたテキスト） 

・ロゴ（英文表記） 

③ 放送大学情報（以下のテキストで文言指定） 

・教養学部／大学院文化科学研究科 

・フリーダイヤル 0120-864-600 

・BSで放送中 

④ ウェブサイトへの導線 

・公式ウェブサイトの URL（https://www.ouj.ac.jp/） 

・ウェブサイトに遷移する QRコード 

・検索窓 

⑤ その他 

ポスターはそれ単体で出願・資料請求の促進がされるデザインとすることが望

ましい。B2判、A3判ともにコンテンツの内容及び構成は同じものとする。ただ

し、縦横の比率の違いに応じて、適切にレイアウトすること。 

用途 学習センター・関係機関掲載用 

 

Ｂ）リーフレット 

種類 
【2】リーフレット 

（仕上がり縦 210mm×横 100mm・両観音開き 8面） 

納品

形式 
印刷用 PDF／Ai データ 

要素 

ポスターのデザインを踏襲したものとする。なお、リーフレット内の文字情報は、

「2022年 4月入学生募集リーフレット（別紙）」から数値情報の更新以外の変更

はない予定である。 

用途 学習センターでの配布用 

Ｃ）動画 



 

種類 
【3-1】 

15秒・横 

【3-2】 

15秒・横 

【3-3】 

15秒・縦 

【3-4】 

30秒・横 

音声 音声あり 音声あり 音声あり 音声あり 

字幕 字幕なし 字幕あり 字幕あり 字幕あり 

納品

形式 

MP4 

XDCAM10 本 
MP4 MP4 MP4 

要素 
ポスターと連動した内容 1種類 

（3-1〜3-4は 1種類のサイズ違いとする） 

用途 
地方放送局 

TVCM 

SNS（横型仕様） 

トレインチャンネ

ル等 

SNS（縦型仕様） 

デジタルサイネー

ジ等 

SNS 

（横型仕様） 

 

 

６）納期 

１.ポスター    ：令和４年４月２８日（木） 

２.リーフレット：令和４年４月２８日（木） 

３.動画    ：令和４年５月２３日（月） 

 

７）その他 

・上記納品後も印刷物が納品されるまでは、印刷会社とのやり取りで発生する色校正確

認と微修正、また入稿対応を行う。ただしデータ納品後から印刷物納品までに発生す

る修正では、色校正に関わる部分を主とする。 

・ポスター、リーフレットに関してはデザイン連動型１種類のみとする。ただし、動画に

関してはターゲットに応じたセグメント広報の観点から複数パターン案を制作する提

案も可とする。なお追加案に伴う納期変更は行わない。 

 

２. 検収 

受託者は、業務完了後速やかに業務完了報告書を本学園広報課に提出すること。 

本学園は納品日から速やかに納品物の検査を行い、その結果、納品媒体が破損している

又は規格が異なるなど納品物に不備が認められた場合、受託者は速やかに不備を解消し、

修正した成果物を再度納品すること。 

 

 

３. その他業務遂行の留意点 



 

  (1)再委託について 

受託者は、制作の各工程を一括して受託者内で完結できること。ただし、作業工程の一

部を再委託する場合には、あらかじめ本学園の同意を得るものとし、再委託先の作業結

果については、受託者が全責任を負うこととする。 

 

  (2)守秘義務 

受託者は、業務の履行に際し知り得た秘密を第三者に漏らし、又は、不当な目的で利用

してはならない。なお、本義務は、契約終了後も同様とする。 

 

  (3)著作権等 

作成される成果物の著作権等の取り扱いは、次に定めるところによる。 

(ｱ) 本業務により作成された成果物（以下「成果物」という。）の著作権（著作権法（昭

和 45年法律第 48号）第 27条及び第 28条に規定する権利を含む。）は、受託者が従

前から保有していた知的財産権を除き、本学園に帰属する。 

(ｲ) 本学園は、(ｱ)により、受託者に知的財産権が留保された成果物につき、成果物を

利用するために必要な限度で、無償で利用することができるものとする。 

(ｳ) 受託者は、本学園に対し、著作者人格権を行使しないものとする。 

(ｴ) 成果物の中に第三者に帰属する権利を侵害していることが発覚した場合は、受託

者が全責任を負うこととする。 

  

（4）その他 

   本仕様書に定めた事項等に疑義が生じた事項は、学園と請負者双方が協議して決 

定すること。 

 

 

 

以上 



学びたいと
思ったら、
いつだって、
学生になればいい。

出願・入学等に関するご相談は
学習センター・サテライトスペースへ。

011-736-6318

0166-22-2627

0172-38-0500

0178-70-1663

019-653-7414

022-224-0651

018-831-1997

023-646-8836

024-921-7471

0246-22-7318

029-228-0683

028-632-0572

027-230-1085

048-650-2611

043-298-4367

03-5428-3011

03-5395-8688

03-5244-2760

042-349-3467

045-710-1910

025-228-2651

0766-56-9230

076-246-4029

0776-22-6361

055-251-2238

0266-58-2332

058-273-9614

055-989-1253

053-453-3303

●北海道

◯旭川

●青森

◯八戸

●岩手

●宮城

●秋田

●山形

●福島

◯いわき

●茨城

●栃木

●群馬

●埼玉

●千葉

●東京渋谷

●東京文京

●東京足立

●東京多摩

●神奈川

●新潟

●富山

●石川

●福井

●山梨

●長野

●岐阜

●静岡

◯浜松

052-831 - 1771

059-233-1170

077-545-0362

075-371-3001

06-6773-6328

078-805-0052

079-284-5788

0742-20-7870

073-431-0360

0857-37-2351

0852-28-5500

086-254-9240

082-247-4030

084-991-2011

083-928-2501

088-602-0151

087-837-9877

089-923-8544

088-843-4864

092-585-3033

093-645-3201

0952-22-3308

095-813-1317

096-341-0860

0977-67-1191

0982-53-1893

099-239-3811

098-895-5952

●愛知

●三重

●滋賀

●京都

●大阪

●兵庫

◯姫路

●奈良

●和歌山

●鳥取

●島根

●岡山

●広島

◯福山

●山口

●徳島

●香川

●愛媛

●高知

●福岡

◯北九州

●佐賀

●長崎

●熊本

●大分

●宮崎

●鹿児島

●沖縄

●学習センター  ◯サテライトスペース ※月曜及び祝日は閉所

このハガキにて大学の案内等を無料でお送りいたします。

入学生募集

出願期間の詳細はホームページ等でご確認ください。

第1回募集
2021年11月26日（金）～2022年2月28日（月）
第2回募集
2022年3月1日（火）～2022年3月15日（火）

第1回募集
2022年6月10日（金）～2022年8月31日（水）
第2回募集
2022年9月1日（木）～2022年9月13日（火）

10月入学
出願期間
（予定）

4月入学
出願期間

郵便はがき

（受取人）

千葉市美浜区若葉2-11

放送大学 行

関心のある項目に　  を入れてください。資料を送付いたします。

氏名　　　　　　　　　　  様　　    歳　    男・女

住所 都道
府県

職業

Tel

Mail

放送大学の卒業を目指す

フリガナ（必記入）

261  8790

3198

※ご記入いただいた個人情報は、放送大学並びに本学大学院のご案内や公開講座等のお誘いを
　お届けするために利用いたします。情報は厳重に管理し、許可なく第三者への提供はいたしません。　　 　     2022-1募集

放送大学で１科目から学ぶ

放送大学大学院の修了を目指す
［選考試験（年1回）があります］

放送大学大学院で１科目から学ぶ

□教員　□公務員・団体職員等　□会社員等　□自営業・自由業　□農林水産業等従事者

□看護師等　□准看護師　□専業主婦（夫）　□パートタイマー　□アルバイト等　

□他大学・専門学校等に在籍する学生　□定年等退職者

□無職［専業主婦（夫）・定年等退職者以外の方］　□その他（　　　　　　　　　　　　）

市郡
区

料金受取人払郵便

美浜局
承　認

差出有効期間 
2023年10月
31日まで有効
（  切手不要  ）

放送大学って
こんな大学

（2021年度第1学期現在/学部・大学院の合計）

試験ではなく

書類 入学で

編入学
もできる

か所に57全国

で授業
TV ネットや

在学生は

85,300名約

キャンパス
設立
1983年

3

13

15年代別 %

21%21%

%

%

20代

30代

40代
50代

10代

12%
70代以上

53%
女性

47%
男性性別

15%
60代

在学生のデータ

（2021年4月時点）

学部教養
コース6

第1回募集　2022年2月28日（月）  締切
第2回募集　2022年3月15日（火）  締切

学生募集 4月入学生出願期間

学位・資格取得/生涯学習
通信制大学

教養学部／大学院文化科学研究科

すべての「学びたい」に、OPEN。

別紙④-1



アンケートにご協力ください。該当する答えに○をつけてください。

❷あなたは放送大学のことを何で知りましたか？（複数可）
1.テレビ（放送大学の番組）

2.テレビ（上記1以外の番組）

3.テレビCM

4.新聞広告 ［紙名：　　　　　　　　 　］

5.新聞記事 ［紙名：　　　　　　 　　　］

6.雑誌広告・記事 ［誌名：　　　　 　　　］

7.インターネット検索
※「放送大学」以外のキーワード［　　   　　　　　］　　　　 　　

  8.インターネット広告

  9.SNS

10.新聞折込等のチラシ

11.ポスター

12.家族・友人・知人（口コミ）

13.放送大学の学習センター

14.その他 ［　　　　　　　　 　］

❺あなたはこのリーフレットをどこで入手されましたか？

❶あなたは放送大学をご存知でしたか？

❸あなたが放送大学で学びたいと考える理由は何ですか？（複数可）

❹あなたは放送大学に在学したことがありますか？

1.すでに知っていた　　2.知らなかった（初めて知った）

1.大学を卒業し、学士（教養）の学位を取得したい

2.大学院を修了し、修士（学術）の学位を取得したい

3.現在の仕事や職場で必要（キャリアアップ）

4.転職・就職を有利にしたい

5.生涯学習（学びを愉しむ）

6.友人・知人をつくりたい

7.各種資格の取得 ［資格名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　］

8.特定の分野を極めたい

9.その他 ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

1.ある（現在）　　2.ある（過去に）　　3.ない

1.図書館

2.書店

3.郵便局

4.銀行等金融機関

5.病院等医療機関

6.小・中・高校等

7.大学・短大・高専・専門学校等

  8.博物館・美術館・資料館等

  9.勤務先

10.家族・友人・知人

11.放送大学の学習センター

12.自宅のポスト

13.折込チラシ

14.その他 ［　　　　　　　　 　］

放送大学には、
選ばれる理由が
あります。

在学生は、インターネット配信で
全ての放送授業を視聴できます。

放送大学の授業が無料で視聴できます。

［生涯学習支援のチャンネル］ BS231 ch

［ラジオ授業チャンネル］ BS531 ch
［テレビ授業チャンネル］ BS232ch ［インターネットラジオ］

radiko（ラジコ）

●フリーダイヤル

●スマートフォン

www.ouj.ac.jp

0120

放送大学 検索

インターネットで資料請求・出願できます。

《資料請求はこちら》

目的に合わせて
在学期間や科目を選択できる

理由

1

興味のある分野から特定の科目のみ学ぶこともできます。1年間在学できる
「選科履修生」と６カ月在学できる「科目履修生」があります。

必要な科目のみ、1科目から学べます

学士、修士、博士の学位取得を目指せます

所定の期間在学し、かつ所定の単位を修得し卒業すると「学士（教養）」の学
位が取得できます。大学院で「修士」や「博士」の学位の取得も目指せます。

1

2

※1学期（６カ月）・
   放送授業は教材費込み

※教養学部入学の詳細、および修士課程・博士後期課程の入学料・授業料につきましては
　ホームページまたは募集要項等をご確認ください。

学生種 入学料 授業料

全科履修生
（最長10年）

卒業（学位取得）を
目指す方

放送授業1科目（2単位）
11,000円

面接授業1科目（1単位）
5,500円

オンライン授業1科目
（1単位／2単位）
5,500円／11,000円

24,000円

9,000円

7,000円

選科履修生
（1年） 興味のある科目を

履修する方
科目履修生
（６カ月）

入学料と受講したい科目数の分だけ授業料を納めればよいので、無駄があり
ません。

入学料は7,000円～、授業料は1単位5,500円

教養学部 入学料・授業料

学生種 入学料 授業料

学費を抑えて学べる
理由

3

　私は高卒で社会に出ました。仕事をする中で、大卒ではない

ことがコンプレックスで、「とにかく学士を取得したい」という理

由から、他大学に比べて学費が安く、経済的な負担が少ない放

送大学を選びました。いざ入学すると仕事をしながらの学習は

とても大変でした。何度も忙しさを理由に学習を止めようともし

ました。

　大きな転機となったのが、ある授業。それまでなんとなく社会

科学の科目を履修していましたが、その授業を受けて医療分野

に興味がわくようになりました。自分はそんな分野には縁がない

と思っていましたが、学ぶほど興味関心が強まり、なんと医療系

で別の大学院進学を決意し、合格。まさか高卒の自分が、大学だ

けでなく、最終的に大学院に行くなんて考えもしませんでした。

　「何か学びたい！でも、何を学びたいのか分からない」という状

態だった私でも、「学びたい」を可能性に変えてくれたのが放送

大学でした。

　文系学部を卒業後、IT企業に就職しました。資格取得にも励

み、高度な技術が求められるプロジェクトでも重要な役割を任さ

れていく中で、次第に自分の知識不足を感じるようになりました。

　巷には数多くの学習ツールや講座がありますが、今の自分に

必要なのは、経験や知識をつなげるための体系的な学びである

と考えました。そこで科目の豊富さ、授業や教材の質、そして大学

としての信頼性からも放送大学が最適と考え、学部の「情報コー

ス」への編入を決めたのです。授業はインターネットで受講し、仕

事と並行して学習を進められました。専門性に自信があった分

野でも、新たな発見が多くありました。

　体系的に学んだ結果、これまで点だった知識が線として繋が

りました。それによって仕事でもプロジェクトの全体像が見通せ

るようになったと感じます。最近では、卒業研究から発展させた

技術報告をするなど、キャリアの幅が広がっています。

卒業生の声
VOICE1

VOICE2

32歳・男性
情報コース

２８歳・女性
社会と産業コース

864 600- -

理 由 自分に合った
スタイルで学べる

講師から直接学ぶ「面接授業（スクーリング）」

面接授業（スクーリング）とは、講師から直接受ける授業のことです。全国57カ
所の学習センター等で年間約3,000クラスが開講されています。放送による
授業では体験できない実習や実験等も多数あり、他の学生と一緒に楽しみな
がら学べます。
※開講科目は年度によって異なります。※最新の情報は本学ホームページをご確認ください。

放送授業は、BS放送、インターネット等で視聴できます。オンライン授業は、パ
ソコンとインターネット環境があれば学習できます。

全国の学習センター等を利用できます

全国57カ所に、大学のキャンパスにあたる学習センター・サテライトスペース
を設置しています。面接授業の受講や単位認定試験の受験、放送授業の視聴
のほか、サークル活動や学生同士の交流もできます。

BS放送・インターネット等で学べます

1

資料請求・出願はこちらから
本学における長年の
遠隔教育システムが
評価されました
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