
第38回ＴＳＢ杯長野県高等学校新人放送コンテスト 

（兼 第20回長野県高文連放送専門部県フェスティバル）開催要項 
  １．主  催 長野県高等学校文化連盟放送専門部（主管） 

  ２．共  催 ＴＳＢテレビ信州 長野県高等学校視聴覚教育研究会 

  ３．後  援 長野県教育委員会 

  ４．目  的 放送活動を通じて高校生の豊かな人間性と美しく豊かな日本語を大切にする 

         心情を育成すると共に、校内放送活動の健全な育成と推進をはかる。 

  ５．日  時 令和元年１１月２３日（土）～２４日（日） 

        ・１１月２３日（土）《公開審査》 

          受 付 ９：５０～１０：１０  長野市勤労者女性会館しなのき ２階・ホワイエ 

          予選：ＶＭ部門、朗読部門、アナウンス部門 

          決勝：ＴＶＦ部門 

        ・１１月２４日（日）《公開審査》 

          受 付 ９：２０～ ９：３０ 長野市勤労者女性会館しなのき ２階・ホワイエ 

          決勝：ＡＰ部門、ＶＭ部門、ＣＭ部門、朗読部門、アナウンス部門 

   

６．会  場 長野市勤労者女性会館しなのき 

         〒380-0814 長野市大字鶴賀西鶴賀町 1481-1  電話 ０２６－２３７－８３００（代） 

       長野電鉄線「権堂駅」下車 徒歩２分 （長野市役所より６００ｍ 徒歩６分） 

       ※会場には駐車場がありません。公共交通機関を利用して下さい。 

          自動車利用の場合は、長野市役所か民間駐車場（有料）をご利用下さい。 

   

７．参加制限 ① 長野県高文連放送専門部加盟高校の生徒で、卒業学年以外の生徒に限ります。 

           ※統廃合が決定した学校どうしは、合同（チーム）参加することができます。 

           この場合、同じ部門への統合前の学校での参加はできません。 

           （全国への推薦は１チームを１校とみなします） 

          ② オーディオピクチャー（ＡＰ）  部門（１校１作品） 

           ビデオメッセージ    （ＶＭ）  部門（１校２作品まで） 

           テレビ番組フリー    （ＴＶＦ）部門（１校２作品まで） 

           ＣＭ                          部門（１校３作品まで） 

         ③ アナウンス部門（１校６名以内）、朗読部門（１校４名以内） 

   

８．参 加 費 朗読・アナウンス部門は１人 1,000円。 

         ＶＭ・ＡＰ・ＴＶＦの番組部門は一作品 2,000円。 ＣＭは一作品 500円 

         ① 11月15日（金）までに下記口座へお支払い下さい。 

         ② 振り込み口座    ゆうちょ銀行 口座番号 00580-2-94101 

                     加入者名 長野県高校放送コンテスト事務局 

         ③ 振り込まれた参加料等は、棄権等の場合もお返しすることはできません。  

   

 

 



９．参加申込 変更点を確認の上、下記の手順にしたがって遅れないよう、順次お願いします。 

アナウンス・朗読部門、ＶＭ・ＡＰ・ＴＶＦ・ＣＭ部門 

    【11月8日（金）正午まで】参加登録・顧問都合調査の提出 

・https://nkoukouhousou.wixsite.com/nkhousouより参加申込書をダウンロードして 

必要事項を記入後、上書き保存したものを添付ファイルにて事務局へメールで送って下さい。 

・ファイル名は  ○○高校-参加申込書 0000.xlsx 

後ろ４桁半角はメール発送日付を「1105」のように付けて下さい。 

「○○高校」は自校名に変更してください。 

・同一校が同一部門に複数参加する場合、記入順が同一校内の発表順になります。 

・11 月 9 日(土)正午までに受付確認のメールを返送します。（エントリー完了）。 

・万が一変更等がある場合は、修正したファイルを事務局まで大至急返信をお願いします。 

・引率される顧問の先生方の都合調査も必ず入力して送信して下さい。 

    【11月15日（金）】参加料振込 

     ・上記ゆうちょ銀行の口座まで、所定の参加料を振り込んでください。 

      （当会より領収書の発行はしません） 

    【11月16日（土）正午必着】アナウンス部門・朗読部門原稿提出、番組部門制作意図提出 

     ・詳しい送信方法は確認メールをご確認下さい。 

【11月19日（火）】映像、静止画、音声データ締め切り 

     ・詳しい提出方法はエントリー確認メールにてご確認ください。 

    【11月23日（土）】参加申込書・台本提出 

     ・正式の参加申込書を受付に提出して下さい。 

     （参加申込書を印刷し学校長印、裏面に振替受領証のコピーを貼付＜返却不可＞）      

     ・ビデオメッセージ、オーディオピクチャー、テレビフリーの台本（各２部）も提出して下さい。 

       （ＮＨＫ杯ラジオ・テレビ番組各部門、全国大会様式２－１～２－３） 

 

１０．内  容 

  （１）アナウンス部門（１校６名まで） 

     ・「長野県内の郷土の話題を高校生に伝える内容の原稿を作成・発表してください。 

     ・発表は、番号、学校名、氏名に続いて原稿を読むものとします。 

      原稿タイトルは読まないでください。 

     ・JPEG形式のデジタル静止画像（5枚以内）を使用することができます。 

     ・静止画像のサイズは、WXGA(1366×768ﾋﾟｸｾﾙ)としてください。 

     ・画像の投影は台本にしたがって、主催者が行います。 

     ・発表時間は、番号、学校名、氏名を含めて１分３０秒以内とします。 

  （２）朗読部門（１校４名まで） 

     ・長野県内の郷土にゆかりのある作家または作品の中から、原文のまま一部選んで原稿とします。 

     ・発表は、番号、学校名、氏名、作者名及び作品名に続いて原稿を読むものとします。 

     ・発表時間は、番号、学校名、氏名、作者名及び作品名を含めて２分以内とします。 

     ・効果音、BGMを使用することができます。再生は発表校が行ってください。 

     ・デジタル静止画像は使用できません。 

   

 

 

 

https://nkoukouhousou.wixsite.com/nkhousou


（３）オーディオピクチャー（ＡＰ）部門（１校１作品） 

     ・長野県内の郷土に関する話題を取り上げた作品とします。ドキュメンタリー形式、ドラマ形式な 

      ど、手法は自由です。静止画と音声の特性を生かした作品を求めます。 

     ・ステレオ音声とデジタル静止画像（25画像以内、ただし暗転画像は数に含まない）を一つの映像 

データにまとめた作品とします。 

・静止画使用時のズームイン・ズームアウト、静止画切り替え時のビデオトランジション等のエフ

ェクトは使用しないものとします。 

     ・発表時間は５分以内とします。 

  （４）ビデオメッセージ（ＶＭ）部門（１校２作品まで） 

     ・長野県内の郷土に関する話題を取り上げた、自校オリジナルのビデオ作品とします。内容、手法 

      は自由です。 

     ・発表時間は５分以内とします。 

  （５）テレビ番組フリー（ＴＶＦ）部門（１校２作品まで） 

     ・題材、内容とも自由なオリジナルの映像作品を求めます。 

     ・発表時間は１４分以内の作品とします。 

  （６）ＣＭ部門（１校あたりの３作品まで） 

     ・自校をＰＲするオリジナルのＴＶＣＭ作品とします。 

     ・発表時間は３０秒とします。 

 

１１．規  格（最終頁「【参考】」もご確認下さい。） 

  （１）デジタル静止画像（アナウンス部門） 

    ア 画像形式の指定について 

     ・ビデオプロジェクターで、パソコンからJPEG形式のデジタル静止画像を投影するものとします。 

     ・アナウンス部門のデジタル静止画のサイズは、次の大きさとしてください。 

      a.WXGA (1366×768ピクセル)  １６：９ 

     ・再生エラー等に備えて同内容のものを、別途USBメモリーに保存して、大会当日に持参してくださ 

い。 

    イ 画像の内容について 

     ・他の著作物を使用する場合は各校で著作者の承諾を得てください。 

     ・コラージュ、テロップ挿入等の表現手法については制限をしませんが、著作物の改変にあたる 

      場合は、権利者の許諾を得てください。 

    ウ 映写の方法、操作について 

     ・ビデオプロジェクターを１台使用できます。 

     ・デジタル静止画像(JPEG)のデータは、アナウンス部門は事前に事務局へメール、もしくはギガフ

ァイル便などで提出し、主催者が用意したパソコン上にデータをあらかじめ保存しておきます。 

    エ ファイル名の指定について 

     ・他校とのデータの間違いや、投影順の混乱を防ぐため画像ファイル名は以下のようにつけてくだ 

さい。 

 

 

 

 



事例 アナウンス部門（学校名＋氏名イニシャル＋投影順を示す二桁の番号） 

        例：信州高校の山田花子さんの場合 

        1枚目：shinshu-yh-01.jpg  

        2枚目：shinshu-yh-02.jpg  

3枚目：shinshu-yh-03.jpg  ･････以降同様 

  （２）音声（朗読部門） 

    ア 音声データは事務局へ事前提出してください。 

事務局にてパソコンで再生できるよう、整理し、使用します。 

    イ 再生エラー等に備えて同内容のものを、別途USBメモリーまたはSDカードに保存して、大会当日に 

      持参してください。 

    ウ 再生と音量調節は、発表校で行ってください。 

  （３）ビデオ（ＡＰ部門、ＶＭ部門・テレビフリー部門・ＣＭ部門） 

    ア 作品の提出方法は、エントリー確認メールにてお知らせします。 

    イ 音声はステレオで再生します。 

     （変換による不具合を防ぐためにもあらかじめ2chステレオをご確認下さい） 

    ウ 作品本編の前後に5秒間の静止画によるテストパターン(形式は自由)を録画してください。 

    エ 作品の再生は主催者が行います。 

オ 再生エラー等に備えて同内容のものを、別途USBメモリーまたはSDカードに保存して、大会当日に 

      持参してください。 

  （４）共通事項 

    ア 著作権、肖像権等の処理等については、参加団体で責任を持って行って下さい。 

      これらの問題について、トラブル等が生じても、主催者は一切責任を持ちません。 

     ・音楽著作物の使用について、権利者の許諾を必ず得て下さい。 

     ・写真、ビデオ等の著作物については、必ず権利者の許諾を得て下さい。 

     これらの点に問題があり、作品が上部大会等で公開できないと判断される場合、賞の取り消し、 

     上部大会への推薦の取り消しを行うことがあります。 

    イ 番組の台本はＮＨＫ杯の要項規定に準じたものを作成（ＡＰ部門は、テレビ番組部門に準ずる） 

      し、所定の部数を当日受付へ提出してください。 

      アナウンスの台本・朗読の台本は、大会参加申込の確認メールにてお知らせする形式で、 

11月16日（土）正午までに、送信してください。 

    ウ 各部門とも、提出作品はほかのコンクール等に参加していないものとします。 

   

 

 

１２．表  彰  審査員はＴＳＢテレビ信州の専門職員と長野県高等学校文化連盟放送専門部加盟校の 

           顧問が当たり、また表彰については各部門とも、絶対評価により、下記の通り行いま 

す。ＴＳＢ賞 １本、優秀賞、優良賞、奨励賞（絶対評価により授与します） 

   

 

 

 

 



１３．上部大会への推薦について 

  （１）全国高等学校総合文化祭への推薦について 

   令和２(2020)年度 第44回全国高等学校総合文化祭 高知大会(令和2年8月1日(土)～8月2日(日)) 

   へ、以下の本数を推薦します。 

    ・アナウンス部門・朗読部門     各３名 

    ・オーディオピクチャー部門（ＡＰ） １作品 

    ・ビデオメッセージ部門（ＶＭ）   ２作品 

  （２）北信越選抜放送大会（北信越地区高等学校文化連盟主催）への推薦について 

   令和元年度第16回北信越高等学校選抜放送大会は、令和2年2月8日(土)～9日(日)に石川県で行われ、 

以下の本数を推薦します。 

    ・アナウンス部門・朗読部門     各６名 

    ・オーディオピクチャー部門（ＡＰ） ２作品 

    ・ビデオメッセージ部門（ＶＭ）   ４作品 

    ※この大会への同一高校の推薦は、各部門１つとします。 

     また、棄権、失格等が生じた場合は、後日繰り上げて推薦する場合があります。 

  １５．個人情報の取扱について 

   この大会に参加するためにご提供いただいた氏名等の個人情報は、大会運営のため以外には使用しませ 

  んが、大会運営、結果の公表のために、氏名、肖像などを、プログラム冊子、ホームページに公表するこ 

  とがあります。また、優秀な作品・発表をホームページ等で公表する予定です。 

   また、共催者であるＴＳＢテレビ信州が優秀作品の放送、ホームページにおける公表をする予定です。     

  大会参加の申し込みをもって、この件についてご承諾をいただいたものとし、個々の参加者に対してあら 

  ためてご承諾はいただきません。不都合がある場合は事務局までお問い合わせください。 

   上記を踏まえ、制作する際に下記を必ずお読み下さい。 

 

１ 取材対象者・出演者にネット配信される旨を説明し、了解が得られていること。 

   ２ 使用楽曲は著作権者の了解が得られているものを使用すること。または著作権フリー楽曲である 

     こと。 

   ３ 自ら撮影した画像、映像以外を使用する場合は著作権者の了解が得られていること。 

   ４ 上記１～３の著作権や肖像権に絡み、権利者との間で後日トラブルが起きた場合は、 

     当該番組を制作した学校の責任においてにおいて処理するものとします。 

 

 

 

 

 

 



  【参考】推奨する動画・音声形式について 

   ○番組制作にあたっては、下記のファイル形式を参考に制作をしてください。 

    下記から外れた場合でも、失格等の心配はありませんが、極端に画質・音質が劣化する原因になる 

    場合がありますので、ご注意ください。 

   ① 推奨するビデオ規格 

   ・ビデオ設定 MPEG4（H.264コーデック） 

    ﾌﾚｰﾑｻｲｽﾞ：1920×1080 フレームレート： 29.97( 30000/1001 ) ピクセル縦横比： 1.0000 

   ・オーディオ設定 

    レート : 48000Hz  形式 : 16 ビット（Ｌ－ＰＣＭ）  チャンネル : 2（5.1ch等は不可） 

    ※無意味に画像のレートを上げると、画質は良くなるばかりか、再生トラブルの原因になりますので 

     ご注意ください。固定ビットレートで16〜24MB/Sが適当と思われます。 

   ② 朗読ＢＧＭ・効果音用オーディオ規格 

    WAVE、mp3、AACいずれかの形式によるステレオ音声で、１作品分を再生順に録音して 

ください。 

著作物の取り扱いについて 

   １ 音楽著作権の取り扱いについて 

    校内放送研究・第66回ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト要項号の手順に準じて、使用した音楽 

   の著作権処理を確実にお願いします。ただし、ＪＡＳＲＡＣの管理曲の一括取り扱いは廃止してい 

   ます。レコード会社等への隣接権の許諾処理が必要となりますのでＪＡＳＲＡＣの管理曲を使用し 

   た場合は、ＪＡＳＲＡＣへの手続きとともに、提出していただく台本にＪＡＳＲＡＣから付与され 

   た許諾番号を記入する欄がありますので、必ず記入してください。ＪＡＳＲＡＣの管理外のものを 

   使用した場合は、手続きが済んだことを示すものを台本末尾へ添付していただくことになります。 

   ２ 写真・動画・文章など、その他の著作物について 

    ① 著作者の許諾をできるだけ得るようにしてください。 

    ② 新聞、雑誌、テレビ放送等、商業利用されている著作物については、特に許諾を得てくださ 

      い。許諾を得た場合については、そのことを示すものを台本に添付してください。 

   ３ 全般 

    ① 主催者として、使用した著作物、肖像権などに関し、トラブルが発生しても、一切その責任 

      を負うことはできません。各団体において、責任もってその処理にあたってください。 

    ② 上部大会の申込みまでに著作権等の処理が完了しない場合は、入賞ならびに上部大会への推 

      薦の取り消しを行う場合があります。 

    ③ 引用に当たる場合も含め使用した著作物は、様式２－３に記入し台本に添付してください。 

 


