2019 年 11 月 13 日

Musashino SDGs Award 募集要項
2015 年 9 月、国連総会にて、世界が抱える問題を解決し、持続可能な社会をつくるため
に世界 193 か国が参加、合意された 17 の目標と 169 のターゲットが SDGs（Sustainable
Development Goals；持続可能な開発目標）です。
本学のブランドステートメント「世界の幸せをカタチにする。」は、この SDGs が目指すこ
とと軌を一にするものです。そこで、
「世界の幸せをカタチにする。
」を実践する一つの方法
として、SDGs を自分事化し、身近な社会環境問題の改善に貢献する優れた取り組みを表彰
する第 2 回 Musashino SDGs Award を実施することにいたしました。
武蔵野大学の学生、
教職員のみなさんが様々に行っている
「世界の幸せをカタチにする。
」
取り組みを、SDGs の視点からまとめていただきたいと思っています。日頃の活動について
一人でも多くの方からご応募頂きたいと思っておりますのでふるってご応募下さい。

Musashino SDGs Award
目

的：身近な社会環境問題の改善に貢献することが SDGs 17 の目標の達成につなが
ることを理解し、本学のブランドステートメントが世界とつながっているこ
とを実感した上で、SDGs を自分事化して“世界の幸せをカタチにする”取り
組みを促進する。

応募内容：応募者（グループも可）が、SDGs 17 の目標のいずれかに関係する社会問題を
取り上げ、身近な問題として自分事化し、その解決に取り組んだ活動内容なら
びに成果（途中経過も可）
。
条

件：・応募に際して、SDGs 17 の目標のどれに該当するのかを明記すること。
（参考：SDGs17 目標について）
http://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustai
nable_development/2030agenda/
・取り組みの成果（途中経過のものは目標）は数量化して示すこと。
・表彰式（2020 年 3 月 20 又は 21 日を予定）に参加できること
・指定の応募様式を用いて、期日までに事務局に提出すること。

応募対象：武蔵野大学に所属する大学生ならびに教職員
応募方法：指定の応募様式を用いて作成した電子ファイルを、期日までに事務局宛に電子
メールに添付する形で提出。

応募期間：2019 年 11 月 15 日（金）～2020 年 2 月 1 日（土）
［締切厳守］
選考結果発表：2020 年 3 月 6 日（金）
※入賞者には、電子メールにてその旨のご連絡を差し上げます。
表

彰：優れた取り組みに対して、以下の賞を授与する。
併せて、2020 年 3 月 20 又は 21 日に表彰式を行い、表彰状と副賞を授与する。
・最優秀賞（1 件） 表彰状、図書カード 3 万円分
・優秀賞（1 件程度） 表彰状、図書カード 2 万円分
・奨励賞（2 件程度） 表彰状、図書カード 1 万円分

問合せ先：Musashino University Creating Happiness Incubation
（しあわせ研究所）事務局
電子メール：mhi@musashino-u.ac.jp
窓 口 ：有明キャンパス 1 号館 1 階 学部事務課

November 13, 2019
“Musashino SDGs Award Program”
At the General Assembly of United Nations, SDGｓ(Sustainable Development
Goals) consisting 17 goals and 169 targets was resolved by all
193countries in September 2015.
Our new brand statement “Creating Peace and Happiness for the World”
could be realized by challenging execution of SDGs. Musashino University
Creating Happiness Incubation now hosts this epoch making program
following last year by individuals and or groups on activities
influential in public.
We expect that many people participate in the program and describe your
performance from the perspectives of SDGs.
Activity criteria: Performance to solve the social issues of SDGs 17
Agenda as one’s or group’s own action
Conditions:

- Describe it as one of the SDGs goals
(Reference:http://www.unic.or.jp/activities/economic_soci
al_development/sustainable_development/2030agenda/)
-

Quantify the achievement either result or expected result
if not completed.

-

Able to participate in the Award ceremony on March 20 or
21, 2019

-

Apply by using the attached application form and by
submitting by February 1（Saturday）2020

Applicant: All the students and faculties of Musashino University
Application: Need to e-mail to mhi@musashino-u.ac.jp
Award announcement: (Tentative) March 6 (Friday )2020
Award: Grand Prize – Certificate with Book Card \30,000 worth

Second
Third

－Certificate with Book Card \20,000 worth
- Certificate with Book Card \10,000 worth

Host Office: Musashino University Creating Happiness Incubation
mhi@musashino-u.ac.jp
Location: Gakubujimu-ka, !st. floor, #1 bldg. of Ariake
Campus

