
兵庫県立大学ダイバーシティ推進室ロゴデザイン・キャッチフレーズ 

募集要項 

１ 趣旨 

兵庫県立大学は、2021 年 5 月に D&I(ダイバーシティ＆インクルージョン)宣言を発出し、男女共同

参画推進室はダイバーシティ推進室として新たな歩みを進めることになりました。 

そこで、この新たな歩みを象徴するロゴデザインとキャッチフレーズ（ホームページ、ニュースレ

ター、イベント等に使用）について、下記のとおり公募することとします。

ダイバーシティ推進を願い、多くの人々の印象に残るようなロゴデザインとキャッチフレーズが作

成できるよう、多くの学生及び教職員からの応募をお待ちしています。 

２ 募集要領 

（１）応募資格  兵庫県立大学の学生及び教職員 

兵庫県立大学附属中学校・高等学校の生徒及び教職員 

（２）提出物 ①応募作品

指定した様式に オリジナルのロゴデザイン(様式１)もしくはキャッチフレーズと

（様式２）その説明（約 200 文字）を明記してください。

※キャッチフレーズは、日本語又は英語（ただし英語訳、日本語訳はダイバーシテ

ィ推進室に一任となります） 

②応募方法

電子媒体もしくは紙媒体で提出ください。

（ただし、採用の場合は、データの提出を求めます。）

（３）提出期限等 ①提出期間 2021 年 7 月 2９日（木）～９月 3０日(木)（当日消印有効） 

②提出先（問い合わせ先）

兵庫県立大学ダイバーシティ推進室

〒651-2197 神戸市西区学園西町 8-2-1 E-mail: women@ofc.u-hyogo.ac.jp

３ 審査方法 

ダイバーシティ推進室により審査・決定いたします。 

４ 入賞     ロゴデザイン賞  1 点（賞状、副賞） 

キャッチフレーズ賞 1 点（賞状、副賞）

※審査結果は、受賞者のみ本人に通知およびダイバーシティ推進室ホームページで

公表します。

５ 留意事項 

・ 応募点数に制限はありません。

・ ロゴデザインの配色は自由ですが、モノクロで印刷されることも考慮してください。

・ 応募作品は返却しません。

・ 応募作品は、未発表のオリジナル作品で、著作権、商標等に抵触しないよう注意してください。

仮に応募作品が他者の権利の侵害やその他の疑義が生じた場合は、すべての責任は応募者が負うも

のとします。

・ 採用作品の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む）は兵庫立大学に帰属され

ます。

・ 採用作品は兵庫県立大学が主催・後援する全ての事業・イベントに利用できるものとします。

・ ロゴデザインは受賞作品のデザインを基本原画とし使用しますが、本学の判断で修正することがあ

ります。
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兵庫県立大学
ダイバーシティ推進室

ロゴデザイン

キャッチフレーズ

大募集

応募受付／2021年7月29日（木）～ 9月30日（木）

応募資格／兵庫県立大学の学生・教職員
付属中学・高等学校の生徒・教職員

問い合せ／ダイバーシティ推進室
TEL：(078)792-4822 
Email：women＠ofc.u-hyogo.ac.jp

兵庫県立大学の推進する

ダイバーシティ＆インクルージョンを
みんなで考えよう！



  

Logo design and Catchphrase Competition 
Office for Diversity, Equity and Inclusion, University of Hyogo 

 
University of Hyogo is actively promoting diversity, equity and inclusion. In May 2021, we 
issued declaration on diversity and inclusion and created a new Office for Diversity, Equity 
and Inclusion in place of the previous Gender Equality Promotion Office.  
For this reason, we are holding a competition to select a new logo design and catchphrase that 
would fit the new character of the Office and that would be used in its website, newsletter, 
and events, etc. The applications can be made under the following conditions. 
We welcome numerous submissions from students, faculty, and staff. 
 
Eligible applicants 
Current University of Hyogo students, faculty, and staff 
 
Application method 
Please submit the logo design or catchphrase of your creation by filling out Form 1 (for the 
logo design) and Form 2 (for the catchphrase).  
Both the logo design and the catchphrase have to be original and you have to provide your 
reasoning behind them in a short paragraph.  
Paper or digital submissions will be accepted. Keep in mind that upon selection you will need 
to provide the data. 
 
Application period 
July 29 (Thursday) to September 30 (Thursday), 2021 
 
Submission method 
Please submit to the Office for Diversity, Equity and Inclusion. 
8-2-1, Gakuennishi-machi, Nishi-ku, Kobe, Hyogo 651-2197 
E-mail : women@ofc.u-hyogo.ac.jp. 
 
Selection method 
The Office will carry out the selection process. 
 
Prize 
Selected logo design will be awarded a prize. 
Selected catchphrase will be awarded a prize. 
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The result will be announced on the Office’s website and only the selected applicants will be 
notified individually. 

Before applying, please keep in mind the following points 
o There is no limit on the number of submissions per person.
o The colors of the logo design are not restricted, but when designing the logo design

keep in mind that it may be used in black and white as well.
o We will not be returning the submissions.
o Please make sure that you are submitting original and previously unpublished

creations and not using any copyrighted or trademarked materials. You will be held
responsible if there are any issues because of having disregarded the above.

o The chosen submissions will become the property of the University of Hyogo and may
be registered or trademarked.

o The chosen submissions will be used in all events organized by and in collaboration
with the University of Hyogo.

o We may make minor adjustments to the logo design.



Office for Diversity, Equity and Inclusion  
University of Hyogo

Logo and 

Catchphrase 

Selection

Application period
July 29 (Thurs) 2021 to September 30 (Thurs)

Eligible applicants
Current University of Hyogo students, faculty and staff

Contact details
Office for Diversity, Equity and Inclusion

TEL：(078)792-4822 
Email：women＠ofc.u-hyogo.ac.jp

Let us think together about 
Diversity and Inclusion 

promoted by the University of Hyogo!
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