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PRESS RELEASE（2020/10/8）

世界が進化する１日。
SDGs Design LIVE

SDGs デザインインターナショナルアワード 2020
最終プレゼンテーション・表彰式
「SDGs Design International Awards」(以下 SDGs アワード)は、世界中の学生から広く SDGs
の目標達成に繋がるデザインアイデアを募集し、その中から優れた作品を表彰することで、若者
を勇気付けるとともに、若者が生み出したアイデアを広く世界の多くの人とシェアし、持続可能
な社会づくりに生かすことを目標としています。
2 回目の開催となる今回は「パンデミックを乗り越えて進化するデザイン」をテーマとして設定
しました。この未曽有の危機に、今すぐにでも対応できるアイデアや、after コロナ時代も見据え
た生活や仕事の仕方、社会システムや国際連携のあり方提案など、広範囲にアイデアを募集し、
世界 16 の国と地域より 184 件の応募が寄せられました。
2020 年 11 月 10 日に予定しているファイナリストによる最終プレゼンテーション及び表彰式
は、新時代の SDGs アワードに相応しい、数万人規模で視聴できる完全オンライン形式で実施しま
す。また、福岡市との連携も含めた豊富なコンテンツを用意しています。
祭典を飾るオープニングには、avex の協力のもと、若者から強く支持されている人気ミュージ
シャン SKY-HI にオリジナルテーマソングを提供してもらい、「世界の学生がアクセスできる祭
事」として開催する予定です。
プログラムトピックス
・SDGs デザインインターナショナルアワード ファイナリストプレゼンテーション・表彰式
・オープニング：avex 所属人気ミュージシャン SKY-HI によるオリジナルテーマソング動画配信
・講演「デザインに何ができるのか？」大学院芸術工学研究院 教授 井上滋樹
・Kyushu University Asia Week 2020 国際シンポジウム「SDGs の視点から-アフターコロナの社会
をデザインする」
・福岡市セッション（アジア・世界の都市による SDGs のまちづくりに関する講演）
・高校生による SDGs 取り組み発表
今年は完全オンライン開催！
Youtube: https://youtu.be/_G0_UGhP4l8
【日 時】11 月 10 日(火) 13 時～18 時（12 時より Youtube サイトオープン）
【主 催】九州大学大学院芸術工学研究院 SDGs デザインユニット主催
【併 催】Kyushu University Asia Week 2020 国際シンポジウム
「SDGs の視点から-アフターコロナの社会をデザインする」
研究者からひとこと：
新型コロナウイルス感染は、世界のすべての人が直面する課題で、全て
の人が不安の中でこれからの生活のあり方を模索しています。
今回、この世界共通の課題を解決するデザインを世界中の学生から募集
しました。人類のこれまでの生活様式を変える新鮮で大胆なアイデアも
含まれています。若い人たちが提案するパンデミックを乗り越える作品
を是非、ご覧ください。
九州大学大学院芸術工学研究院 教授 井上滋樹

【お問い合わせ】

九州大学大学院芸術工学研究院 SDGs デザインユニット （担当）鶴田
TEL： 092-553-9461, 092-553-4505 E-mail sdgs@design.kyushu-u.ac.jp

資料１

プログラム（予定）
Time
13:00
13:10
13:15

Progress

Speakers

SKY-HI〜Original Song inspired by the SDGs〜
新曲発表＆曲に込めた想い
開会挨拶
デザインに何ができるのか？
What can design do for SDGs?

avex所属アーティストSKY-HI

13:30

審査員紹介

13:37
14:52

ファイナリスト プレゼンテーション
YES WE CAN!（高校生SDGs取組紹介）
福岡市セッション（アジア・世界の都市によるSDGsのまちづくりに
関する講演）
表彰式
受賞者挨拶
Kyushu University Asia Week 2020 国際シンポジウム
「SDGsの視点から-アフターコロナの社会をデザインする」

15:22
15:52
15:57
16:10
17:10

閉会の辞

総長 石橋達朗（予定）
九州大学大学院 芸術工学研究院 教授
SDGsデザインユニット長 井上 滋樹
■審査員長
九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 池田美奈子
■審査員
⾹港理⼯⼤学デザイン学部 学部⻑ Kun-Pyo Lee
㈱GKデザイン機構 代表取締役社長／CEO ⽥中⼀雄
アールト大学メディア学部教授 Rupesh Vyas
㈱Future Research Institute 代表取締役 紫牟⽥ 伸⼦
NOSIGNER 代表 太⼑川 英輔
ファイナリスト5チーム
福岡市立福翔高等学校、仙台市立仙台高等学校 他
福岡市・中国広州市 他（予定）
九州大学大学院芸術工学研究院 准教授 池田美奈子
ファイナリスト5チーム
審査員長・各審査員
九州大学大学院 芸術工学研究院
SDGsデザインユニット長 井上 滋樹

完全オンラインで開催としますが、マスコミの方々に
向けて、取材していただくための会場を設けております。
17 時 10 分の閉会後、審査員長の池田美奈子准教授、実
行委員長の井上滋樹教授は会場にて、本アワード受賞者
はオンライン上でご質問にお答えします。
※日本語通訳がおります。
取材用会場：九州大学大橋キャンパス
デザインコモン 2 階
(福岡市南区塩原 4－9－1)
日 時：11 月 10 日(火)
12 時 30 分開場～18 時終了予定
当日電話番号：092-553-4407

資料２

＜プログラムトピックス概要＞
●オープニング：avex 所属人気ミュージシャン SKY-HI によるオリジナルテーマソング動画配信
初のベストアルバム『SKY-HI's THE BEST』を 9 月 23 日にリリースした SKY-HI が、
本アワードへのオリジナルテーマソングを書き下ろした。
当日は SKY-HI もコメント形式で登壇し、オリジナルテーマソングの音源を公開する予定となっています。
〈SKY-HI〉
圧倒的な RAP スキルのみならず、卓越したボーカル&ダンス&トラ
ックメイキングスキルを武器にエンターテインメント性溢れる
コンテンツをセルフプロデュースで創り上げる日本の音楽シーン
の新たな可能性を示すアーティスト。
音楽業界内外からも注目を浴び エンタテイナー・SKY-HI として
名を轟かせている。

●講演「デザインに何ができるのか？」九州大学大学院芸術工学研究院 教授 井上滋樹
国際機関、企業、行政、大学など様々な組織がこの目標に対して活動をしている中、デザインを専門
とする芸術工学研究院 SDGs デザインユニットが提案するのが「デザインにより解決する。」である。デ
ザインが貧困、飢餓、環境問題を改善すると言ってもピンとこない人が多いと思う。また、SDGs の目標
に掲げられている大きな課題を前にして「自分は何もできない。」と諦めている人が多いだろう。しか
し、このアワードに寄せられた作品をみれば、大学生や高校生でもこの目標に達成するための作品を生
み出せることがわかる。
ここでは世界のデザイン界の動き、SDGs デザインユニットの活動を紹介する。
●Kyushu University Asia Week 2020 国際シンポジウム「SDGs の視点から-アフターコロナの社会
をデザインする」
九州大学大学院芸術工学研究院附属「SDGs デザインユニット」では、国連が 2030 年までの達成を
目指して掲げた持続可能な開発目標に対して、デザインの領域で貢献していくための活動を行っていま
す。
2020 年 9 月 1 日から 9 月 11 日までの期間、九州大学において開催した「Kyushu University Asia Week
2020」の spin-off イベントとして、同ユニット主催で「SDGs の視点から-アフターコロナの社会をデザ
インする」をテーマとした講演と国際シンポジウムを開催します。
【Kyushu University Asia Week 2020 の特設サイト https://asiaweek.kyushu-u.ac.jp/】
●YES WE CAN! （高校生 SDGs 取組紹介）
「YES WE CAN!」というテーマで、福岡市福翔高校、仙台高校など日本の高校生たちが行っている SDGs
に関する取り組みを、自分の声で世界への発信する楽しいプログラム。
●福岡市セッション（アジア・世界の都市による SDGs のまちづくりに関する講演）
SDGs の達成には、都市が果たす役割が重要となっている。SDGs とこれからのまちづくりについて、福
岡市の「アジア太平洋都市サミット」をはじめ、世界の都市の取組みを紹介。

