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【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 事務局 

                                                  TEL：092-553- 9461(担当：鶴田) 

                                                   Mail： sdgs＠design.kyushu-u.ac.jp 

SDGs デザインインターナショナルアワード 2021 

企業賞/大学賞の課題テーマのご案内 

2021 年 5 月 15 日より公募を開始した「SDGs Design International Awards 2021」。この度、

テーマ２の「カーボンニュートラルなライフスタイルをデザインする」に関して、企業賞/大学賞

の課題４件を新たに発表しましたのでお知らせいたします。 

自動車、フード、建築、テクノロジーと多岐にわたるテーマが、企業や大学から寄せられまし

た。 

テーマ２「カーボンニュートラルなライフスタイルとデザインする」（順不同） 

１．トヨタ自動車九州賞 

  課題：みんなが「CO2 を出したくない」と楽しく知れる・学べるキッカケとなる UX デザイン 

２．ピエトロ賞 

  課題：おうちで楽しく、”食”を通してできるカーボンニュートラルのアイデア 

３．九州みらい建設グループ賞 

  課題：循環する素材やエネルギーを活用した、使い続けられる建造物のデザイン 

４．九州大学ネガティブエミッションテクノロジー賞 

  課題：空気をエネルギーに変えるマシーンの使用方法のアイデア 

 

詳細は別紙をご覧ください。引き続きたくさんのご応募をお待ちしております。 

公式ＨＰ: https://www.sdgs.design.kyushu-u.ac.jp/awards/ 

研究者からひとこと： 

今年のアワードは「Think big, Start small, Move fast （大きく考え、小さく

始め、早く動く）」をコンセプトにしています。「カーボンニュートラルな都市

をデザインする」という、大きく考えるテーマに続き、小さく始めるテーマと

して設定した「カーボンニュートラルなライフスタイルをデザインする」に関

して、４つの課題を企業・大学賞として提示します。私たちの生活に密着

した身近なデザインから始めることが、きっと大きな変化につながりま

す。さぁ、Move fast、早く動きましょう。 

 

九州大学大学院芸術工学研究院准教授／SDGs デザインインタナショナ

ルアワード 2021 審査委員長 池田 美奈子 



<SDGs Design International Awards 2021 募集要項> 
 
［募集テーマ］ 
『カーボンニュートラルな社会をつくろう。』 
温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に向けて、世界は
カウントダウンに入っています。世界各地でさまざまな挑戦が繰り広げられ、その範囲は、
私たちの生活を取り巻く環境や都市、建築、プロダクト、コミュニケーション、サービス、
さらには社会システムなどへと広がり、あらゆる場面でデザインが必要とされています。世
界中からアイデア提案を募集します。 
 
［スケジュール］ 
応募期間・・・2021 年 5月 15 日~2021 年 8月 31 日 
1 次審査 結果発表・・・2021年 9 月中旬（予定） 
最終審査 応募期間・・・2021年 9 月中旬~2021年 9月下旬（予定） 
最終審査 結果発表・・・2021年 10 月上旬（予定） 
授賞式・・・2021年 10 月 16 日 
第 13 回アジア太平洋都市サミット特別版でのプレゼンテーション・・・2021 年 10 月 27 日 
 
［賞金］ 
テーマ１：カーボンニュートラルな都市をデザインする 
金賞 1 組 30 万円 
銀賞 1 組 10 万円 
銅賞 1 組 5万円 
 
テーマ２：カーボンニュートラルなライフスタイルをデザインする 
企業賞/大学賞 各 5 万円 
 
１．トヨタ自動車九州賞 
課題：みんなが「CO2 を出したくない」と楽しく知れる・学べるキッカケとなる UX デザ
イン 
 
２．ピエトロ賞 
課題：おうちで楽しく、”食”を通してできるカーボンニュートラルのアイデア 
 
３．九州みらい建設グループ賞 
課題：循環する素材やエネルギーを活用した、使い続けられる建造物のデザイン 

別 紙 



 
４．九州大学ネガティブエミッションテクノロジー賞 
課題：空気をエネルギーに変えるマシーンの使用方法のアイデア 
 
テーマ１,２共通 
高校生特別賞 九州大学特別オンラインキャンパスツアー（予定） 
高校生の優れた応募デザイン提案に高校生特別賞が授与されます。 
 
テーマに沿ったデザインを、企画書(所定のフォーマット)にまとめて、WEB サイトの応募
フォームからご応募ください。フォーマットはサイト内にある「応募する」ボタンからダウ
ンロードできます。 
 
詳細はこちらから 
SDGs Design International Awards 2021 
https://www.sdgs.design.kyushu-u.ac.jp/awards/ 
 
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、九州大学未来デザイン学
センター 
共催： 九州しあわせ共創ラボ(九州博報堂) 

https://www.sdgs.design.kyushu-u.ac.jp/awards/


世界の学生を対象に、S D G sにデザインで取り組む
コンペティションを開催します。

デザインで 世界を変えよう！

お問い合わせ　S D G sデザインユニット事務局　 s d g s @ d e s i g n . k y u s h u - u . a c . j p

デザインに関心のある世界中の学生から世界を救う“デザイン”を募り、
優れた解決方法を世界に示す SDGs Des ign Internat ional  Awardsを今年も開催します。

世界中の学生から、人類の課題を解決するクリエイティブなアイデアを募集。
人類の課題を解決するために貢献できることがある！

複雑な社会問題の解決にチャレンジする若い世代からのご応募をお待ちしております。

5月～8月　募集テーマの発表・応募受付開始
10月 16日　授賞式

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、九州大学未来デザイン学センター
共 催　  九州しあわせ共創ラボ（九州博報堂） 協 力　  福岡市



2 0 2 1年 協賛社募集のお知らせ

協賛についてのお問合せはこちらまで▶ 九州しあわせ共創ラボ（九州博報堂） 担当：松本
Mail : yusuke.b.matsumoto@hakuhodo.co.jp

わたしたちとともに社会課題の解決に取り組む企業様を募集しております。
カーボンニュートラルな社会をつくるためのアイデアを世界中の学生から求める活動にご支援ください。

募集テーマ

カーボンニュートラルな社会をつくろう。
Think big, Start small, Move fast

第３回を迎える、SDGs Des ign Internat ional  Awards の今年のテーマは「カーボンニュートラルな社会をつくろう。」。
世界中からアイデア提案を募集します。下記２つのテーマから１つを選び応募してください。複数の応募も可能です。

スケジュール

応募期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202 1年5月15日～202 1年8月31日
1次審査  結果発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202 1年9月中旬（予定）
最終審査  応募期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202 1年9月中旬～202 1年9月下旬（予定）
最終審査  結果発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202 1年 10月上旬（予定）
授賞式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202 1年 10月16日（予定）
第13回アジア太平洋都市サミット特別版での
プレゼンテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・202 1年 10月27日（予定）

 

賞　金

金賞  1組  3 0万円
銀賞  1組  1 0万円

企業賞 /大学賞    各5万円
銅賞  1組  5万円

高校生特別賞
賞状（九州大学特別
オンラインキャンパス
ツアーも企画中）

テーマに沿ったデザインを、企画書（所定のフォーマット）にまとめて、WEBサイトの応募フォームから
ご応募ください。フォーマットはサイト内にある「応募する」ボタンからダウンロードできます。
詳細はこちらから　https://www.sdgs.design.kyushu-u.ac.jp/awards/ 

わたしたちは、日々さまざまな環境やシステムの中で生活しています。関連する
ワードをマッピングしたものが下記マップです。マップをヒントに、ワードを付
け加えたり、あらたな繋がりを見つけ出したりしながら、ミライにありたいカー
ボンニュートラル都市の実現に向けたアイデアを考えてください。

1
Theme

カーボンニュートラルな都市をデザインする
Think big

小さいアクションの積み重ねが、ミライのカーボ
ンニュートラルな社会をつくっていきます。あな
たの身近な人にどのような提案をしたら、カー
ボンニュートラルに向かって意識を変えたり行
動してくれるでしょうか？日本国内の企業様及び
九州大学ネガディブエミッションテクノロジー研
究所より課題テーマをご提供いただきました。
下記から１つ選んでアイデアを考えてください。

2
Theme

カーボンニュートラルな
ライフスタイルをデザインする

Start small

WEBサイトで大きなマップが見られます。

1
トヨタ自動車九州 賞
みんなが  「CO2を出したくない」と 
楽しく知れる・学べる
キッカケとなるUXデザイン

2
ピエトロ 賞
おうちで楽しく、“食”を通してできる
カーボンニュートラルのアイデア

3
九州みらい建設グループ  賞
循環する素材やエネルギーを活用した、
使い続けられる建築物のデザイン

4
九州大学ネガティブエミッションテクノロジー 賞
空気をエネルギーに変えるマシーンの
使用方法のアイデア

例：）カーボンニュートラル 暮らし

上記　～　の中からワードを選択し、デザイン提案をおこなってください。

自然との共生 リソース エネルギー テクノロジー

1社会システム 都市・インフラ モビリティ 産業・生産

情報・コミュニケーション 暮らし ウェルビーイング 食 仕事
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