World’s Challenge Challenge
in Hirosaki 2019
世界的な課題を解決するための素晴らしいアイディアはありませんか？
カナダで行われる世界大会で世界中の大学生と交流し，ともに競い合いましょう。

World’s Challenge Challenge とは？
World’s Challenge Challenge は，犯罪や貧困，ジェンダー，環境などの様々な課題に対し
て，あなた自身のアイディアを通して解決策を考えるものです。たった１つのアイディア
が，世界を変えるきっかけになるかもしれません。
エントリー締切は，平成 30 年 11 月 21 日（水）です。
2019 年 1 月に World’s Challenge Challenge 弘前大学大会を開催します。参加者は１チー
ム３名とし，ある１つの世界的な課題に対してあなたのチームしか思いつかないような，
唯一無二の解決策を考えてください。
なお，優勝チームには，来年６月に Western University（カナダ）で行われる世界大会へ
の出場権が与えられます。

参

加

要

件

以下の参加要件をすべて満たすこと。
・１チーム３名による編成とする。
※ただし，メンバーが２名以下しか集まらない場合，１人でも関心がある場合は，下記担
当者までご相談ください。
・参加者は、2018 年 11 月 1 日現在、弘前大学の学部または大学院に在籍し、かつ本線大
会出場時（6 月）に在籍予定の正規生（外国人留学生を含む。）とする。
・大会の主旨及びルールを理解し，それらを遵守できる者。
学部や学科を跨いだチームも大歓迎です！

副

賞

学内の予選大会において、本選大会の出場が認められたチームには、渡航費助成金として
学生１人につき 10 万円を限度に大学から支給します。ただし、本選大会において入賞した
場合は支給しません。なお、滞在費（宿泊費、食費等）は Western University が負担しま
す。

課題設定と審査について
参加チームは，現在，世界が直面している課題やその解決策をプレゼンし，それに対して
審査員がジャッジします。各チームは，以下 URL の WEB ページを参照し，その中から１
つ課題を設定してください。
http://www.globalgoals.org/#the-goals
プレゼンテーションの審査は以下の採点基準によって行われます。必ず参照してください。
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/wp-content/uploads/2018/10/05WCC-Scoring-Rubri
c-2019.pdf.

エントリー方法
エントリー締切は，2018 年 11 月 21 日（水）です。
１．Registration Form をダウンロードしてください。
２．以下について日本語版及び英語版をそれぞれ作成し，下記担当までメールにて提出し
てください。
Ⅰ.チームで選択した課題を記入してください。
Ⅱ.その課題についての概略説明と，なぜその問題に関心持ったか，なぜそれを解決する
ことが重要なのかについて，３００words 程度で描写してください。
Ⅲ.その解決策の簡潔なアウトラインを，４００words ～ ８００words 程度で描写して
ください。
注）評価に関わるため、英語版を先に作成することをお勧めします。

※ エントリーの際は、World’s challenge challenge in Hirosaki 2019 募集要項をご覧くだ
さい。

今後のスケジュール
・エントリー締切

2018 年 11 月 21 日

・書類選考

2018 年 12 月上旬

・予選大会

2018 年 1 月

・本選大会（カナダ）

2018 年 6 月 2 日～7 日

※本選大会については、以下を参照してください。
http://www.worldschallengechallenge.com/

お問い合わせ・Registration Form 提出先
弘前大学国際連携本部サポートオフィス 堀井
E-Mail：jm3109@hirosaki-u.ac.jp

------------------------------------------------World’s Challenge Challenge
in Hirosaki 2019
Do you have an innovative idea that could help solve a global issues?
If so, you could win the chance to present your idea at an international competition in
Canada!

Why join the Challenge?
The World's Challenge Challenge is an exciting way to engage in discussion and debate
about world issues such as climate change and poverty, and to bring your own ideas to the
table. Global change starts with one idea, one discussion. Who knows where it may lead?
Enter between Thursday 1 November 2018 and Wednesday 21 November 2018.

About the Challenge
In January 2019, Hirosaki University will host a World's Challenge Challenge. This
competition invites teams of three students to come up with a unique solution to a global
problem.
Members of the winning team will each get budget support up 100,000 yen to travel to
Western University in London, Ontario, Canada to compete in the first ever International
World's Challenge Challenge.

Who can participate
The World's Challenge Challenge at Hrosaki University is open to teams of three
individuals. You must be a current Hirosaki University undergraduate or
postgraduate. Teams are encouraged to bring together individuals from diverse
backgrounds or areas of study. Only teams of three will be accepted, but if your team is
fewer than 2 people, please ask us.

The Challenge
Teams need to think of a global issue and/or challenge that the world is facing and present
their unique solution to a panel of judges. You are encouraged to refer to the Global
Goals page when choosing the global challenge that your team will tackle.

Prizes
1st Prize: each team member will win a chance to compete in the International World's
Challenge Challenge at Western University. Accommodation and meals will be included.
Flights will be supported up to 100,000 yen by Hirosaki University.

How to enter
The deadline of entry is Wednesday 21 November.
1. Download the Registration Form, both of English and Japanese.
2. Include information about each member of your team and the team's responses to the
following questions:
i. What global challenge will your team address?
ii. In approximately 300 words, describe the global challenge and explain why your team
is interested in it and why it is important to resolve it.
iii. In approximately 400 to 800 words, provide a brief outline of your team's unique
solution to address the chosen global challenge.
3. Submit the Registration Form by email to jm3109@hirosaki-u.ac.jp

What happens next?
November

Hrosaki University International Office reviews each Registration Form and selects up to five finalists.

December

Finalists are notified.

December

Finalists prepare their 5 - 7 minute team presentation

January

Finalists present their global issue and solution before a panel of judges, who will determine the 1st, 2nd,
and 3rd placed teams*.

June 2 - 7

The winning team participates in the International World's Challenge Challege at Western University,
Canada for a chance to win CAN$30,000 (CAN$10,000 per team member)!

*Each presentation will be judged out of 100 using the World's Challenge Challenge scoring
rubric

Contact person
Jumpei Horii : jm3109@hirosaki-u.ac.jp

Department of International Education & Collaboration – Hirosaki University

