
SDGsカードゲーム「クロス」体験会

ゲームで理解
するSDGs !

スチューデントダイバーシティセンター連携イベント2020 第2弾

10/28
(Wed）

「THE SDGsアクションカードゲームX(クロス)」は、SDGsの考え
方や世界観を楽しく学びながら一人ひとりがイノベーションを体験し
たり、問題を解決につなげたりすることができるカードゲームです。
前提知識がなくても、誰でも楽しむことができます！。世界の課題
に対してあなたならどんな解決策を見つけられるか、参加者の皆さ
んで考えてみましょう！
また今回は、このカードゲームを開発した金沢工業大学学生プロ
ジェクト「SDGs Global Youth Innovators(GYIs)」の皆さ
んも参加予定です。オンラインだからこそ実現した、コラボイベント。
金沢工業大学の学生の皆さんとも交流できる貴重な機会です。
皆さんのご参加をお待ちしています！
※情報保障をご希望の方は、事前登録用フォームをご覧ください。
※ご入力いただいた個人情報は、今回のイベント以外には使用しません。

「私たちは私たちの未来を救うために」を理念に、学生が主体となりSDGsの考え方を広めることを目的として各種ワーク
ショップや講演会の開催、その他カードゲームなどを開発。本イベントの「THE SDGsアクションカードゲームX(クロス)」
は、2018年、SDGsの考え方を普及することを目的として「SDGs Global Youth Innovators(GYIs)」が主体と
なり開発されたゲーム。

会場： オンライン開催（Zoom)
対象： 早大生
言語： 司会は日英（ゲーム説明・進行は主に日本語）
参加費： 無料
事前登録：必要（右のQRコードより）
応募締切：10月22日（木）9:00am
定員： 約30名(申込者多数の場合は抽選を行います。)   
主催： 早稲田大学スチューデントダイバーシティセンター

(ICC・障がい学生支援室・GSセンター）

2020年10月28日(水) 18:15～19:45  （18:00より入室可）

GUEST 金沢工業大学学生プロジェクト ”SDGs Global Youth Innovators(GYIs)”

早稲田大学 ICC（異文化交流センター） TEL: 03-5286-3990   E-mail: icc-talk@list.waseda.jp

The “SDGs Action CARDGAME X (Cross)” is a great way
for people to get experience in innovating and problem
solving while learning the concept of SDGs. Anyone can
enjoy with no prior knowledge. What solutions will you
find to the world's problems? Let's all think and work
together! And this time, we will have the cooperation of
the games inventors; Kanazawa Institute of Technology's
student project "SDGs Global Youth Innovators (GYIs)".
As the event is online, we are able do a live collaborative
event together. This will be a great chance to mix with
students from the Kanazawa Institute of Technology too.
※If you need accommodations such as reading material in
advance or computer notetaking etc., please look at the
registration form.
※Personal information will only be used for this event.

With the philosophy “私たちは私たちの未来を救うために (Ourselves, for our future)”, GYIs act as
a student’s body to conduct workshops and sessions throughout Japan, with the aim to
cultivate the concept of SDGs. The game used in this event is “THE SDGs Action
CARDGAME X (Cross)“ which was created mainly by the GYIs in 2018 with the aim to
popularize the concept of SDGs.

Date : 
Place : 
Eligibility:
Language : 
Fee : 
Registration :
Deadline:
Capacity:
Host:  

Oct 28, 2020 (Wed) 18:15-19:45 (Access available from 18:00)
Online (Zoom)
Waseda Students
MC in Japanese & English, Game explanation mainly in Japanese
Free
Required.  (Please register from the QR Code)
Oct 22. (Thurs), 9:00am 
Around 30 people (If there are a large number of applicants, a lottery will be held.)
Waseda University Student Diversity Center
(ICC・Office for Students with Disabilities・GS Center)


