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Sustainable Development Goals (SDGs) Art Exhibition

[Topic] Create a work of art based on one of the 17 SDGs and have a discussion with the other
participants based on the themes shown. We are not solely looking for high quality art, rather we are
expecting people who can take ideas and creatively put them into art/picture form. The SDG for each
team will be assigned at random.

[A message from the organization committee]
Help us create a sustainable society through the power of art. Use your imagination to tell

people how important the world is. Help create posters that even passersby can understand at a glance.
We are waiting to see your wonderful ideas. Please consider entering our discussion!

[Date] August 17 (TUE) 13:00〜16:00 (Japan Standard Time)

[Platform] Zoom, Slack(as a means of communication)

[Supporting Organizations] TBD

[Requirements for participation] Currently attending junior or senior high school

[Participation fee] Free

[Form of Participation] Individually or in teams of 2 to 5 people

[Scale of Event] International

[Event Style] Conference

[Capacity] Around 16 groups

[How to register] Click the link below to register
https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA

[Registration due date] July 7th (Fri)

[Schedule of the summit] (Plans may change)
　12:00～12:05 Opening Speech
　12:05～14:30 Presentations / Discussions (5 min per team to introduce poster + 5 min discussion)
　14:30～14:55 Comments from guest speaker　
　14:55～15:00 Closing Speech

[Preparation for Zoom and how to join]
(1) Please install Zoom from https://zoom.us/download prior to the event, and check your video

and audio. (It is possible to participate from a smartphone, but for better internet connection
we strongly advise using a PC)

(2) When reception begins, click the URL and open Zoom.

https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA
https://zoom.us/download
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(3) Check your name, and please wait patiently for the host to let you in the meeting.
　　※We will be sending the Zoom URLs later on.

[Other precautions]
(1) You are free to wear anything, but please be aware of the fact that this is a formal platform

and dress appropriately.
(2) The theme will be assigned 3 weeks before the meeting, so please have everything ready by

then. (If done in person) to maintain social distance, it is recommended that teams divide
responsibilities. (ex. one person does the sketch, one person colors.)

(3) The event will be fully hosted in English
(4) Please take a photo of your artwork or digitize it before the event so it can be seen on ZOOM.
(5) There are no limits to the size or shape of the artwork, but please make sure it is possible to

enlarge areas that are difficult to see.
(6) You may use any medium for the artwork, including digital.
(7) Plagiarism or any character that isn’t original is against the rules.
(8) Any imagery that goes against the right of publicity or copyright is prohibited.

[Contact Information]
SOLA2021 Organizing Committee
shibushibu.sola2021@gmail.com

mailto:shibushibu.sola2021@gmail.com
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SDGs Art エキシビション募集要項

[内容] チームごとにSDGsを１つテーマにして作品を作り、その内容について他の参加者とディス
カッションを行う。但し画力のみを重視する種目ではなく、SDGsのテーマをクリエイティブに芸術
作品に取り組める人を求めている。テーマにするSDGsは事前に運営側がランダムに割り当てま
す。

[企画・運営担当からのメッセージ]
持続可能な社会をアートの力で実現させましょう。想像力を生かして人に世界の環境がどれだけ

大切かを伝えよう。一般の人でもわかりやすくその状況を魅力的なデザインで表現しよう。皆さん

のアイデアをお待ちしております。是非参加してください。

[日時] 8月17日（火）13:00 ~ 16:00

[手段] ZOOM, SLACK（連絡用）

[協力団体]検討中

[参加条件]中学生または高校生であること

[参加費用] 無料

[使用言語]英語

[参加の形態]個人またはチーム(2〜5人)

[大会規模]国際

[大会形式]会議

[定員] 16チームほど（先着順）

[申込方法]参加フォームを以下のリンクからアクセスし、送信してください
https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA

[申込締切] 7 月 7 日（金）まで

[当日のスケジュール] (変更を加える可能性があります)
　12:00～12:05 オープニングスピーチ　
　12:05～14:30 発表　
　14:30～14:55 ゲストスピーカーからのコメント　
　14:55～15:00 エンディングスピーチ

[Zoom の事前準備と参加方法]
(1) 事前に Zoom を https://zoom.us/download よりインストールし、音声とビデオの動 作確認を
してください。（スマートフォンからの参加も可能ですが、安定した通信環境下でパソコン

からのご参加を推奨いたします。）

https://forms.gle/2Nq7FES7sVb9DKkGA
https://zoom.us/download
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(2) 受付時間になりましたら、参加 URL をクリックし Zoom を起動し、 画面中央の「コンピュー
タでオーディオに参加」ボタンをクリックしてください。

(3) お名前を確認し、ミーティングへの参加を許可するまでお待ちください。
　※参加 URL などは後日連絡します

[その他の注意事項]
(1) 制服・私服は自由ですが、正式な場であるということを踏まえた服装でご参加 ください。
(2) イベントは英語での会議となります。
(3) テーマは３週間前にお伝えしますので、当日までに描いてくること。ソーシャルディスタン
スをたもつために役割などを決めることが理想的。（例）１人がスケッチ、もう１人が色を塗る

など。

(4) 作品は当日の前にZOOMで見せられるように写真を撮るかスキャンなどしてデータ化をし
て、イベント当日の数日前までに提出してください。

(5) 作品の大きさに制限はありませんが、画面で見づらい場合は拡大できるようにする。
(6) 作品を作るためにアナログ、デジタル、制限なし。
(7) パクリ、オリジナルキャラクターでないものはルール違反。
(8) 肖像権、著作権に違反するものは認められない。

[問い合わせ先]
SOLA2021 実行委員会
shibushibu.sola2021@gmail.com

mailto:shibushibu.sola2021@gmail.com

