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このガイドブックは、全米団の応募を考えている
方を意識して作られました。「挑戦したいけど、不
安。」「実際どんなことしてるのだろう？」応募前
にそういった情報不足からくる不安を解消しましょ
う。手軽ですが、局員からのメッセージも込められ
ています。お楽しみください。
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運営統括挨拶
模擬国連会議全米大会(National Model United 

Nations Conference New York)は、毎年3月から4月頃

に、アメリカのニューヨーク市内のホテルと国連本
部の会議場を使用して開催される模擬国連の世界大
会です。

今大会は、世界中の多くの国で行われている模擬
国連会議の中でも最大規模を誇る大会であり、アメ
リカの学生を中心に、30カ国以上から、5000人以上
の学生が参加します。

例年20もの国連機関や国際機関の模擬会議が設定

されており、参加者は国連加盟国やオブザーバー、
あるいは非政府組織の代表としてそれぞれの会議に
参加し、議論・交渉を行います。

全米大会は毎年大変な盛り上がりをみせており、
国際的な評価も年々高まっています。

過去2年の日本代表団の参加会議は、国連総会の

各委員会や国連難民高等弁務官事務所、持続可能な
開発のためのハイレベル政治フォーラム、国連児童
基金、化学兵器禁止機関、国際移住機関などでした。
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模擬国連全米大会とは
模擬国連会議全米大会(National Model United 

Nations Conference)は、毎年3月から4月頃に、アメ

リカのニューヨーク市内のホテルと国連本部の会議
場を使用して開催される模擬国連の世界大会です。

今大会は、世界中の多くの国で行われている模
擬国連会議の中でも最大規模を誇る大会であり、
アメリカの学生を中心に、30カ国以上から、5000人
以上の学生が参加します。

例年20もの国連機関や国際機関の模擬会議が設定

されており、参加者は国連加盟国やオブザーバー、
あるいは非政府組織の代表としてそれぞれの会議に
参加し、議論・交渉を行います。

全米大会は毎年大変な盛り上がりをみせており、
国際的な評価も年々高まっています。

過去2年の日本代表団の参加議場は、国連総会の

各委員会や国連難民高等弁務官事務所、持続可能な
開発のためのハイレベル政治フォーラム、国連児童
基金、化学兵器禁止機関、国際移住機関などでした。
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全米団事業とは
全米団事業とは、日本模擬国連に所属し模擬国連

活動を行う全国の学生の中から選抜された9名程が、

日本代表団として全米大会に参加する事業です。当
事業は、日本模擬国連の主催事業の一つであり、多
くの財団様や企業様、顧問の先生方やJMUN会員の

皆様のご支援の下、前年度に渡米した団員によって
運営されています。

当事業は、1983年に第1代が派遣されて以来、今
年で36年目となる歴史ある事業です。当事業で派遣
された日本代表団は、過去参加した35回の大会中22

回表彰され、2008年以降は11年連続での受賞であり、
高い評価を得ております。

大会に参加するだけでなく、団員は、渡米前に団
員育成プログラム(Delegates Development 

Programme : DDP)に参加し、政策立案能力を始めと

した全米大会で必要な能力に加えて、社会に出てか
らも役立つプレゼンテーションスキルなどを身につ
けます。そして、渡米前に行われる政策発表会にて
自身が全米大会に持って行く政策を発表します。渡
米中には提携校の生徒と政策調整を行ったり、国連
職員の方からブリーフィングを受けたりします。ま
た渡米後には、次代団員を大会に送り出す為に、
DDPの設計、資金管理、渡米の引率など、一つの大

きな事業を運営することになります。このような運
営の活動も含め、当事業は学生に貴重な経験を提供
しております。

また、当事業のOBOGの方々は、国連職員、国家

公務員、大学教授、弁護士のほか、様々な企業に就
職され、国内外問わず多方面でご活躍されています。
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全米団の活動について

渡米前

選考プロセス

団員育成プログラム

渡米中

提携校交流

ブリーフィング

全米大会出場

渡米後

事業運営

例年10月下旬ごろに全米団員の決定が行われ、団員と

しての活動がスタートします。全米団の活動は渡米前、
渡米中、渡米後の大きく3つに分けることができ、以降
のページでは団員決定後の第 35代の活動を中心に紹介

いたします。なお、今年度のプログラムではございま
せんのでご注意ください。
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渡米前
選考プロセス

団員育成プログラム



選考プロセス

「全米団」での成長に向けてTAKE OFF

2017年の選考は9月から10月下旬にか

けて行われました。主に、面接、論文課
題、選考会議から構成されていました。
面接は 関東と関西にてそれぞれ行われ、
選考会議は関東で行われました。選考会
議では、同じ目標に向かって真剣に取り
組んでいる、レベルの高い応募者が一同
に会し、密度の濃いものとなりました。
選考プロセスが全て終わると、参加者全
員に今後に役立つフィードバックが行わ
れました。＊これはあくまで前年までの
様子の紹介です。選考内容は毎年変わり
ます。

選考プロセス担当より
詳細な選考日程は、選考応募開始（8

月1日）と同時に開示される応募要項に
掲載されますので、そちらの方をご確認
ください。公開までお待たせして申し訳
ありませんが、もうしばらくお待ちくだ
さい。選考期間の2ヶ月は意外とあっと
いう間です。全力でやり抜いてくださ
い！
（紹介者：小森絵里花）

選考

プロセス
DDP 提携校交流

ブリー

フィング
全米大会 事業運営
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DDP

（団員育成プログラム）

成長のために綿密に練られた準備期間

11月から2月までの4ヵ月間に渡って

行われるプログラムです。前年に渡米し
た局員と渡米予定の団員が一対一でペア
を組み、苦手克服や政策立案の指導を
各々に合わせて行う個人DDPと、月に二
日ほど局員・団員が一堂に会し、パブ
リックスピーキング能力等を鍛える全体
DDPの二つに大きく分けられます。当事
業の目的である「国際社会で活躍できる
人材の輩出」に基づいて、全米大会に備
えるためだけでなく、実社会でも活用で
きる多様な能力を団員に身につけてもら
います。具体的には、グループディス
カッションやプレゼンテーション練習等
を行うことで、集めた情報を整理、分析
し、自分の意見を形成する主体的な思考
能力や、その意見を日本語でも英語でも
相手に分かりやすく伝え、説得できる発
信能力を磨きます。

大きな聴衆を意識し、注目を集める方法や一
度で理解してもらえる効果的な発信方法に必
要なテクニックも鍛えます。OBOGの先輩方も来
てアドバイスをくれます。
以下に現局員の高井の団員時代を例に

とり詳しく説明します。高井がDDPで力
を入れたのは、パブリックスピーキング
力を向上させることです。全体DDPでは、
プレゼンの練習を多くし、局員の方から
のフィードバックを通して改善すべきと
ころを改善していきました。また、個人
DDPでは、プレゼンに用いるPowerPointの
デザインを工夫しました。全米大会で活
かされたこととして、スピーチの際に、
多くの人の前で堂々簡潔に話せるように
なりました。
（紹介者：村田彩緒・高井日菜子）
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渡米
提携校交流
ブリーフィング
NMUN参加



提携校交流

全米団だからこその提携校交流

例年全米団はアメリカの大学と提携
し、合同代表団（Joint Delegation)という
形で全米大会に参加します。第35代はス
トックトン大学と提携しました。全米大
会では、基本的に2人で1か国を担 当 す
る の で（Pair Delegation）、日本の団員
はアメリカの学生と1対1のペアを組みま
す。渡米前から連絡を取り合って準備を
進め、共同でポジションペーパーを書き
ます。渡米するとまず約一週間提携校の
所在地に滞在し、実際に対面して最終的
な政策調整や会議行動の分担を行い、大
会に備えます。ペアの学生の多くは
NMUN経験者が多く、彼らの姿に刺激を
受けつつ、団員もNMUNへのモチベー
ションを高めることができました。

政策調整だけでなく、大学の授業に参加
したり、Japanese Party を開いたりする
などの文化交流も行いました。時間のほ
とんどをペアや他の団員のペアと過ごせ
たことで、オーストリア政府代表団とし
ての結束力がかなり高まりました。全米
大会中にもペアの存在は団員にとって非
常に大きなものでした。一人では得るこ
とのできない視点が得られたことはもち
ろん、担当国のスタンスをお互い確認し
ながら会議に臨めたことで、より濃密で
学びの多い時間を過ごすことができまし
た。会議準備から会議参加までお互いに
励まし合い刺激し合えるペアを持つこと
ができるのは全米団ならではと言えます。

（紹介者：福田一輝）

選考

プロセス
DDP 提携校交流

ブリー

フィング
全米大会 事業運営
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毎年、団員が参加する会議や興味の
分野に合わせた国際機関を渡米2週目に
訪問し、ブリーフィングをして頂いてい
ます。議題への理解を深め、また各人の
将来を見つめるためにも重要な機会とな
ります。勤務されている機関での日々の
お仕事の話や現場での体験談、ご自身の
キャリアに関するお話を伺ったほか、団
員からの鋭い質問にも応じていただき、
深いお話を聞くことができました。私
（岩佐）は正直、渡米してブリーフィン
グを受けるまで、国連を始めとする国際
機関で働くことに全くと言っていいほど
興味がありませんでした（もちろん、国
連で働くことを目標に全米団に入った人
もいます）。なので、渡米前もブリー
フィングで自分が何に興味があるのかも
わかりませんでした。

ロールモデルから得られる学びと刺激
しかし、実際にブリーフィング先に行っ
てみて、お話をしてくださった方々が自
信と使命感に溢れていてとても魅力的
だったことと、国連に関わるお仕事のイ
メージが鮮明につかめたことで、一気に
国連との距離が近くなったことを実感し
ました。また、普段模擬国連をやってい
て疑問に思っていたことや、大使をやる
上でモヤモヤしていた国際社会への思い
も、お話や私たちの質問への丁寧なご回
答を通して、リアルな外交の場にいらっ
しゃるみなさんの国際社会の考え方を自
分なりにまとめることで、すっきりした
ように思います。ブリーフィングは渡米
中で一番世界が広がり、将来の選択肢が
増えた経験でした。
（紹介者：岩佐真帆）

選考

プロセス
DDP 提携校交流

ブリー

フィング
全米大会 事業運営
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第35代が参加したブリーフィング先一覧

国連日本政府代表部
大使、公使として現場でご活躍される御三方
から、日本が国連でどのような役割を果たし
ているのか説明を受けました。人権、安全保
障政策に関するお話もありました。また、御
三方とも全米団OBであられます。全米団の
経験と現在のご自身を結び付けるようなエピ
ソードも共有してくださいました。

国連オーストリア政府代表部
NMUNで我々日本代表・ストックトン大学合
同チームはオーストリア大使を任されました。
オーストリアとEUの関係や、オーストリア
外交の基軸のようなものを伺いました。
NMUN中に行動する際にも度々参考になりま
した。

UNDP（国連開発計画）
国連システムの中でのUNDPの位置づけをご
説明くださいました。また、ご自身の人道支
援・復興支援分野における豊富な経験に基づ
き、同分野が解決していくべき今後の課題も
共有してくださいました。

UN Women
CSW（女性の地位委員会）の会合最終日と大
変お忙しい中、ブリーフィングを行ってくだ
さいました。＃Metoo運動や現在の社会現象
の背景や影響といったものを説明してくださ
いました。女性への差別等がまだまだ解決さ
れておらず、さらなる働きかけが必要だとい
うことを学びました。
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UNDPA（国連政務局）
国連政務局での職務内容を軍縮など、国際社
会の抱える問題と関連付けてお話ししていた
だきました。また、ご自身のフィールドでの
経験をもとに国際機関職員の生活を広く説明
してくださいました。

UNICEF（国連児童基金）
実際の現場で感じたやりがいや困難を分かり
やすくご説明くださいました。また、
UNICEFがどのような理念をもって活動して
いるのかを、お話しくださいました。
UNICEFの他機関との違いや、協力体制につ
いてもご説明がありました。

UNODA（国連軍縮部）
ブリーファーは国連軍縮部門のトップとして
ご活躍されています。軍縮分野が抱える最新
の課題や、ご自身の経験から導き出される理
想のリーダー像等についてお話しくださいま
した。また、全米団OGとして我々若者世代
に向けた期待のメッセージもくださいました。

毎年、ブリーフィング先は団員の興味関心に基づき決
定されます。ブリーフィングの訪問先では、全米団の
OBOGの方が多くご活躍されています。全米団OBOG

のブリーファーを含め、国際社会で最前線に立ち活躍
されているみなさんから聞くお話は、非常に貴重なも
のでした。
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全米大会出場

次につながる「世界」からの学びと宿題

全米大会は約3週間の渡米プログラム
のメインイベントです。大会期間は 5 日
間で、例年、主に会議はニューヨークの
ホテルで、閉会式は国連本部で行われま
す。第35代日本代表団はオーストリア政
府代表部として各々の会議に参加しまし
た。第35代団員は、各会議で奮闘し、ペ
アと協力し、DDPで練り上げた自国の政
策を決議に盛り込み、粘り強く交渉しま
した。その結果、日本代表団とストック
トン大学の合同代表団は、優秀大使団賞
(Distinguished Delegates Award)を頂くこ
とができました。優秀大使団賞は3年ぶ
りの受賞でした。

全米大会出場は夢のような時間でした。
世界中から集まった学生とともに、私
（目黒）は化学兵器の軍縮について議論
しました。担当国の政策の重要性が他の
大使に理解されず大変な時間もありまし
た。しかし、粘り強く説明することで最
終的にブラッシュアップされて成果文書
に落とし込むことができました。団員育
成プログラムで学んだ簡潔に説明する技
術や論理的な思考力が説明の際に大いに
役立ちました。ただ、新たな課題も見え
たので今後の生活の糧とします。成果と
課題という新たな景色が見えました。
（紹介者：目黒達之）

選考

プロセス
DDP 提携校交流

ブリー

フィング
全米大会 事業運営
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第35代団員の参加議場と議題

洲鎌 槙吾
参加議場：国際移住機関（IOM）
議題：Addressing the Climate Migration and Cross-Border Disaster Displacement 

福田 一輝
参加議場：国連総会第1委員会（GA1）
議題：Measures to Strengthen International Counter-Terrorism Efforts

前川 美貴
参加議場：国連総会第3委員会（GA3）
議題：Ensuring Equitable Access to Education

村田 彩緒
参加議場：国連総会第2委員会（GA2）
議題：The Role of Urbanization in Sustainable Development 

目黒 達之
参加議場：化学兵器禁止機関（OPCW）
議題：The Complete Eradication of Chemical Weapons

小森 絵里花
参加議場：国連環境総会（UNEA）
議題：The Impact of Pollution on Marine Life 

高井 日菜子
参加議場：麻薬委員会（CND）
議題：Towards a New International Drug Strategy: Implementing the Recommendation of 

UNGASS 2016

方 しおん
参加議場：社会開発委員会（CSocD）
議題：Climate Change and Inequality

岩佐 真帆
参加議場：国連総会第5委員会（GA5）
議題：Strengthening Compliance and Accountability in Field Missions with Special Regard to 

Sexual Exploitation and Abuse Cases
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渡米後 事業運営



帰国後、団員は全米団事業運営局員として当事業の運営の担い手となります。財団
様や企業様、OBOG の方々などとの繋がりが深い当事業の運営を通じ、国際問題の社
会的認知の推進、模擬国連活動の発展、 国際社会において活躍する人材の育成を目指
しています。以下、運営の大まかな流れを簡単に説明します。

運営の流れ

報告書作成・事業報告会:5月~6月

渡米を終えた団員は、渡米経験を、模擬国連活動に携わる学生、支援して下さっ
ている財団様・企業様、 OBOG の方々や顧問の先生方に伝えるべく、事業報告書を

執筆し、その後事業報告会を開催します。そしてこの事業報告会をもって正式に運
営代が先代より引き継がれ、団員は運営局員となります。

選考プロセス：8月~10月

団員は帰国後から、次代の選抜に向けて、 選考プロセスを設計していきます。具

体的には、選考基準と各種のコンテンツを決定し、一連の選考プロセスを計画しま
す。9~10 月に選考プロセスを実施して次代派遣団員の選考を行い、例年10月下旬頃
に次代団員を決定・発表します。

団員育成プログラム(DDP)：11月~2月

団員の決定・発表後、新規団員が全米大会で最大限の力を発揮できるように、
運営局員が団員育成プログラム（DDP）を設計し、渡米までの約4ヶ月間実施し
ます。

次代派遣：3月

運営局員は次代の提携校決定、渡米の日程調整や大会への参加手続きなど、

次代派遣団の渡米を計画し、団長は次代団員を引率します。また、渡米の間、
国内との連絡等の調整は副団長が行います。

運営代交代：6月

大会を終えた次代団員は帰国したのち、事業報告会をもって代替わりを行い、
運営局員はOBOGとなり後輩を見守ります。

16



運営を終えた第35代局員の言葉

大学1年の夏、全米団の「大規模な事業を少人数で運営」するこ
とができるという点に惹かれ選考に応募した。「各局員に与えられ
る裁量が大きい分、得られる学びも多いだろう。成長できるに違い
ない。」そう思った。そして今、私は応募当時に自分が期待してい
た以上の成長を遂げることができたと断言できる。タスクがハード
で途中投げ出したくなる時もあれば、諦めざるをえない全米団外の
活動もあった。それでも、運営で得られた経験はどれも貴重なもの
で、局員として活動させてもらえたことに心から感謝している。

17

選考

プロセス
DDP 提携校交流

ブリー

フィング
全米大会 事業運営

運営局では以下の役職を分担し、協力しながら一年間の運営を全うします。

運営統括・団長
副団長

選考プロセス担当
研究担当
総務担当

団員育成プログラム担当
渉外担当

渉外補佐担当
会計担当

OBOG会担当
広報（報告書）担当
広報（報告会）担当

情報処理担当

・



もっと知りたい！全米団！
ここまで事業の概観を説明してきました。まだまだ聞き足
りないと感じたあなたに第36代運営局局員が、全米団の魅

力を語ります！今回は岩佐（駒場）、方（国立）、高井
（神戸）、小森（神戸）にインタビューしました！

団員育成プログラムでは開始前と開始後でどのような違いがありましたか？

岩佐：プレゼンやパブリックスピーキングに自信があると言えるようになった。緊張を
跳ね返す力がついた。困難なことに挑戦する耐性が強くなった。

方：グループディスカッション、ロジカルシンキングなど全ての知的能力コンテンツに
は生産性と効率性を高める戦略があると知り、限られた時間の中で結果を出すというこ
とを意識するようになった。深く考えること、多角的な視点を持つことが鍛えられた。

高井：DDPを受けたからといって格段に能力が上がるわけではないし、すぐに変化が現
れるものではない。だけど、DDPで得られたことを今後も継続して取り組んでいけば必
ず身につく、成長できると思っている。

小森：プレゼンを含めパブリックスピーキング能力が高まった。

運営から学べることとは？

岩佐：沢山ある。人と仕事をすることのリテラシー。責任をもって任務を遂行するこ
と。支えてくれる人のありがたさ。みんなで共有する苦しみ悲しみそして喜び嬉しさ
の大きさ（苦しい時はみんなと一緒だと思うと頑張れるし、嬉しい時は何倍も嬉し
い）。一つ一つ終わっていくごとに味わうなんとも言えない達成感。みんなでチーム
だって思える瞬間の幸せ、心の満たされ様。体当たりで関わることの大事さ。

方：与えられる機会は誰かの労力によって作り出されているのだということ。当たり
前だが一人ずつ責任があり、主体性を持って計画を実行に移さなければ何も変わらな
いということ。仕事を効率的にこなす術をまだまだ学んでいる。

高井：団員時代とは違い、事業の成長も考慮にいれて、取り組まなければならない。
団員時代は自分のことばかり考えていたけど、局員になってからは、様々な視点から
事業に携わる必要があると同時に、多角的に物事を見つめることができるようになる。

小森：自分が運営をしなければ事業が進まないという、当たり前の真理（を身をもっ
て知る）
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全米団の同期はあなたにとってどのような存在？

岩佐：背中を預けられる戦友。

方：一つの目標に向かって切磋琢磨する仲間！一人一人持っているものが違って刺激
的で、心から尊敬している。

高井：今後の人生においてなくてはならない存在。日常のことも、将来のことも、楽
しく、真剣に話し合える存在。

小森：一生の仲間。

他の学生団体と比べた際の全米団の特長

岩佐：全部学生が運営する。社会人からのアドバイスやFBなしで全部0から作る。少
人数、精鋭部隊での仕事。

方：とにかく贅沢。NYに3週間して国連や国際機関を訪問し、直接お話を聞けるだけ
でなく、全米大会に出て、アメリカの学生との交流もある。渡米前には一人一人にサ
ポーターが付いて指導してくださる。こんなに充実した経験をできるのは全米団しか
ない。

高井：36年の歴史。世界中で活躍するたくさんのOBOGとのつながり。少人数（一人
の裁量が大きい）での運営。

小森：携わる世界の広さ 。

全米団に入る前と入った後で何が変わった？

岩佐：自分の知っている世界の広さ、人生観、人とのかかわり方、物事を考える順序、
自分の理解度 が深まった。

方：自分が持っているスキル、短所がはっきり分かるようになった。チャレンジ精神
が強くなった。

高井：自分と向き合う時間が増えた。そのうえで、今の自分に何が足りないのか、何
をすべきなのかを、自分なりに思考するようになり、思考の結果を行動に移すように
なった。

小森：物事に対する考え方が変わった。
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Dear

Future Candidates



「全米団」という選択肢。

あなたにとっての一つの選択肢として、「全米団」
はあなたの挑戦を待っている。「全米団」への扉は開
かれている。昨年同じ扉の前で立ち止まり、悩み、扉
をくぐった9人の運営局員から“未来の団員のあなた
に”言葉を贈る。

「全米団」
という
選択肢。



“決断をするのはあなたです”

洲鎌槙吾（S. Sugama）
運営統括・団長

我々の人生は有限です。大学生でいられる時間も例外では
ありません。何も行動せずに過ごせば、何も手元に残らな
い生活を過ごして終わってしまいます。

あなたは全米団で何がしたいですか。自己成長でしょうか。
国連に行くことでしょうか。それとも自分を変えるでしょ
うか。

アプライをする理由は人それぞれであり、一般的な正解な
ど存在しないと思います。ただ、あなたがする選択の責任
はひとえにあなたに属します。周りに何を言われようがあ
なたの人生です。他者がなんと言おうと、その人はあなた
の人生に責任を取ってはくれません。アプライをするか否
かの選択はあなたに委ねられているのです。自分の選択を
他者のせいにしていては成長できません。他者の人生では
なく、あなたの人生を生きてください。

「環境や教育、また素質ではなく自分が自分を決める。人
間であるということは、このあり方しかできない、ほかの
あり方ができないということでは決してなく、人間である
ということは、いつでも他のあり方ができるということな
のである。」（フランクル）

決断をするのはあなたです。
お待ちしています。

#1
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“私たちは全米団の扉を叩いたか
ら、いまここにいる。その選択を
悔いた者はいない。”

岩佐真帆（M. Iwasa）
研究担当

悩んでいる、という言葉を聞くたびに思う。
悩むということは怠慢だ。
悩んでいるふりをしていれば思考が停止していようとも誰も自分を責めな
い。
悩んでいるという理由でまるでタスクが免除されたように感じてしまう。
けれどもそれでは時間以外の何も進んでいない。
悩むということは怠慢だ。

全米団にアプライするかどうかをただただ漠然と考えることもそうだ。
このガイドブックを読んで、この記事までたどりついたあなたは、それな
りに全米団に興味があるのだろう。
たしかに文字だけでは想像もつかない全米団にアプライという形で足を踏
み入れるのは怖いだろうから悩むのだろう。
しかし、あなたたちの貴重な平成最後の夏、無駄に悩む時間はない。立ち
止まってしまったら、自分がどうして悩んでいるのか考えて言葉にすれば
いい。そして一つ一つの不安や恐怖に対して克服できるか考えてみればい
い。一つ一つの期待や夢に対して思いを馳せるのもいいだろう。そうすれ
ば、あなたの心は自然と答えを出せるのではないだろうか。そして次の一
歩を踏み出す準備を始められるのではないだろうか。

一年前の私にはこういう考え方はできなかった。アプライぎりぎりまでど
うしようか漠然と悩んでいた。でも、全米団にアプライして頑張ると決め
た夏から変わることがあなたには全米団が高い壁に見えるかもしれない。
けれど、一年前の私たちもきっとあなたと同じように思っていた。でも、
私たちは全米団の扉を叩いたから、いまここにいる。その選択を悔いた者
はいない。

チャンスの神様は前髪しかない。それを掴むかどうかはあなた次第だ。
あなたが挑戦するための準備は私たちが責任をもって整える。そしてあな
たが踏み出すと決めたなら、その一歩を大いに歓迎し、期待する。

#2
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“挑戦したい気持ちが見えてきた
なら、あなたと全米団の物語はも
う始まっていると思います。”

小森絵里花（E. Komori）
選考プロセス担当

出会いは圧倒されたことからでした。全米団を知った当初、NY

で模擬国連の世界大会に参加するなんて私にはありえないと思っ
ていました。

しかし、全米団で体験できる様々なことに心惹かれ、全米団の憧
れの先輩に出会い、模擬国連を経験する中でもっとがんばりたい
と漠然と思うようになり…迷いつつもいろいろなことに後押しさ
れて、私は全米団の選考に挑戦しました。そして晴れて第35代全
米団団員に選出され、今は運営局員としてここにいます。

「私は全米団に入ってうまくやれるのか、いやそもそも全米団に
入ることなどできるのだろうか。」一年前の私はそんな不安で
いっぱいでした。この文書を読んでくださっている人の中には、
当時の私と同じく全米団の選考に挑戦することを迷っている人が
いるかもしれません。そんな方々へ今の私から言いたいことがあ
ります。迷うことは大事なことではありますが、どうか自分の気
持ちに正直であり続けてください。心惹かれた気持ちでも、憧れ
でも、がんばりたいという漠然とした思いでも。チャンスは一度
しかありませんし、不安の先に何があるかは、未来で答え合わせ
ができます。だから今は純粋な自分の気持ちを大事にして、次の
一歩を踏み出してみてください。きっと後悔することはないと思
います。

今の気持ちを大切に。自分の未来に期待して。そうして挑戦した
い気持ちが見えてきたなら、あなたと全米団の物語はもう始まっ
ていると思います。

#3
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“環境は整っている。あとは、自
分の意志次第。新たな景色を、一
緒に見に行こう。”

高井日菜子（H. Takai）
副団長
報告書担当

自分自身と向き合うこと。

この過程では、新しい自分を見つけることができる喜びを感じる
と同時に、自分の無力さに情けなくなることがある。
他人からの指摘で感じることもあれば、自分で感じることもある。
それは、選考、DDP、全米大会、そして運営においても。
こうなればいいのに。あんな風になりたい。

理想を描くのは簡単だ。それは、国際社会においても、そして自
分自身においても。
ただ、それを実現するまでの道のりは、決して楽ではない。

その理想の姿に近づくことができるのは、自分という現実に向き
合い、それを乗り越え、新たな一歩を踏み出した者だと私は思う。

高い壁が目の前に立ちはだかっているかもしれない。諦めたくな
るときだって、あるかもしれない。けれど、熱意、そして何より
憧れの気持ちがあれば大丈夫。

私は、他の同期と比べて格段に英語力があるわけではなかったし、
人前で話すのも苦手だった。だけど、全米団に入りたい、全米団
で成長したい、その気持ちで選考を乗り切った。
そして、今局員として全米団に関わることができている。

全米団は、みなさんの貴重な大学生活を、実りあるものにするこ
とができる。
そのための環境は、整っている。あとは、自分の意志次第。
さあ、現実を乗り越えよう。新たな景色を、一緒に見に行こう。

#4
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“アプライする、その一歩がもう
あなたを変化へと導いている。”

方しおん（S. Bang）
渉外担当
会計担当

人生は選択の連続である。選択し、行動を起こして人生を作って
いく、生活を変えていくことができるのは自分しかいない。その
道を選ぶか選ばないか、やるかやらないか、悩む過程や迷う過程
は誰にでもあるが誰からも分からない。選択から生まれる結果の
みが残るのであり、それによってあなたが変化するのか否かが左
右される。

私自身、去年全米団への応募をギリギリまで悩み、選考の途中
でも諦めたくなる時が度々あった。渡米プログラムやDDPは非常
に魅力的だったが、DDPの課題が重そう、運営など私にできるの

か、他の団体との兼ね合いはどうするかといった不安を抱えてい
た。全米団に入ってからも、先輩や団員に圧倒されたり自分の無
能さを感じることがあった。しかし、渡米を終えた今、それら全
てが私を変えてくれた経験であり、失う以上に得るものが多いの
だと分かる。そして私たち局員も運営を通して成長していくのだ
と信じている。

「全米団」はあなたにとってどのような選択肢だろうか。大学時
代に没頭できる活動か、国際系のキャリアを目指す一歩か、憧れ
の先輩に近づく手段か。そして何と比較して選択を迫られている
のだろうか。学業、サークル、友達、バイト、留学、英語への不
安、運営の重さ？今一度見直してみてほしい。そしてそれはあな
たの想像できている範囲でしかないことを知ってほしい。何故な
らば全米団に応募するどんな代価も恩賞もその想像を超えるもの
であるからである。想像以上の経験をすることで、あなたは想像
し得なかった自分になることができるのである。

アプライする、その一歩がもうあなたを変化へと導いている。

#5
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“全米団の魅力は「普通」の大学
生では体験できない多くのことを
体験できることだ。”

福田一輝（K. Fukuda）
渉外補佐担当
報告会担当

私は全米団の魅力は何といってもいわゆる「普通」の大学
生では体験できない多くのことを体験できることだと思っ
ている。入念なリサーチに加えて会議中の交渉などはなか
なか体験できるものではないだろう。では、その交渉をこ
の文章を読んでいるあなたが海外の学生としている場面を
想像してほしい。その光景はまさに国連そのものだろう。
相手は日本人ではない自分とは異なるバックグラウンドを
持った学生だ。しかも、自分はその議場の中でマイノリ
ティなのだ。日本というバックグラウンドを持ち、自分の
担当国を演じている人はあなただけである。会議中は思い
通りに行くかもしれないし、周りの勢いや雰囲気に押され
て何もできなくて悔しい思いをするかもしれない。もし、
思い通りに行ったら自分の能力が世界に通用することの証
明になる。もし、会議で失敗してしまってもそれは必ずあ
なたの人生においてプラスに働くはずだ。全米大会を通じ
てあなたは100人を超える大使と交渉し、約5か月に及ぶ会

議準備を徹底的にやってきた経験は残る。その経験をどう
生かすかはあなた次第だ。

この文章では全米大会の魅力的だと私が考えている部分に
ついて述べたが、これ以外にも多くの魅力的な側面がある。
それらに関しては他の局員が述べてくれるだろう。これを
読んでいるあなたにはぜひ、全米団に入って多くを経験し
てほしい。

#6
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“「若さ」という最大の武器を無
駄にしないために、全米団にアプ
ライする勇気を持って欲しい。”

前川美貴（M. Maekawa）
情報処理担当
OBOG会担当

「有意義な人生を生きる」
あなたはこの言葉を聞いてどう感じるだろうか。
今、あなたは人生において最も貴重な時間を過ごしていると
いっても過言ではない。自分の人生を切り開くための大きな
チャンスがたくさん転がっている、それが大学生活である。
有意義なモラトリアムにするのも、惰性にかまけて過ごすの
も、自分次第である。
大学1年生の夏、私はただ漠然と、大きなことに挑戦したかっ
た。国際社会に貢献し、必要とされる人間になりたかった。
そんな中、模擬国連と出会い、はじめは夢中になって活動に
参加したが、徐々に自分が目指すキャリアと乖離が生じ始め
ているような不安があった。しかし、全米団という事業を知
り、世界で活躍されている全米団の先輩方の存在を知ったと
き、自分もこの一員になりたいと心から思った。全米団にア
プライを決めてからの数か月は、プレッシャーやタスクに追
われる辛さを感じることもあったが、団員発表の日、友達や
先輩からの沢山の「おめでとう」という言葉で自分の合格を
知った。あの時の喜びは、今も私を勇気づけてくれる。

全米団は、必ずあなたの人生を切り開く大きなチャンスを与
えてくれる。大学生でいられる時間はあなたが想像するより
もよっぽど短い。「若さ」という最大の武器を無駄にしない
ために、全米団にアプライする勇気を持って欲しい。

#7
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“しっかりと悩み抜き最善と言え
る選択をしてほしい。”

村田彩緒（A. Murata）
団員育成プログラム担当

「全米団」は、一度しかないチャンスです。

全米団が全てに優位するものとは言いませんが、全米団の経験からみなさ
んの人生に置いて素晴らしい何かを与えてくれることは間違いないです。
クサいようなことばかりですが、これが実際に全米団の一員として活動し、
様々なことを感じたからこそ言うことなのだろうと思います。

少しだけ私の話をしたいと思います。

もともと会議もうまくない、ぼんやりしている、何を目当てに会議に出て
いるのかわからない。私は昨年度の関西大会くらいまで、周りの新メンよ
りも圧倒的に遅れをとっていました。が、私をここまで成長させてくれた
のは全米団です。全米団での経験がなかったら、未だに何を目標としてい
るのかわからないままに、ただただ会議に出るだけの日々を送っていたこ
とでしょう。全米団にアプライしたこと、全米団の一員になれたことは私
の人生に置いて重要な転換点の一つでした。他の様々なことを諦めてでも、
この全米団という事業の中に身を置くという選択をしたことを、私は1mm

も後悔していません。むしろ、将来を迷っていた私に全米団は何かの答え
をくれたように思います。

みなさんには、ぜひ自分の将来、今やりたいこと、全米団を通して得られ
るであろうこと、研究会でやりたいこと、自分が模擬国連を通じて得たい
こと、それぞれについてしっかりと悩み抜き、自分にとって最善と言える
選択をしてほしい。

もう一度言います。「全米団」というチャンスは、今だけ、あなた方の前
に存在しています。

選択するのはみなさんです。
私たちはみなさんの挑戦を待っています。

#8
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“全米団の長い「挑戦」の旅路は
選考の時から始まっている。”

目黒達之（T. Meguro）
総務担当

「高い塔を建てなければ、新たな水平線は見えてこない。」
JAXAはやぶさプロジェクトの川口淳一郎氏の言葉である。私は

この言葉を「自分の限界を設定せずに、果敢に挑戦を続けた時に
新たな自分に出会うことができる。」と解釈している。「全米団
で様々なことに挑戦し、成長という名の新たな水平線を見た
い。」一年前の私はこのように考え、全米団に入った。全米団で
は期待通り、挑戦の連続の日々が待っていた。今、現在この瞬間
でも挑戦し続けている。全米団とは挑戦の連続と、そこから得ら
れる成長の積み重ねである。先輩方の挑戦が35年に渡り引き継が
れ、当事業は今年で36年目を迎える。OBOG には国連でリーダー

シップを発揮されてる方、日本政府の代表として、世界に日本を
発信し続けている方が多くいる。彼らの共通点として挙げられる
ことは、分野を問わず常に挑戦をし続けていることである。

その「挑戦」するスピリットというものが全米団では大事にされ
ている。挑戦とは即席の成果を保証するものではない。挑戦して
も、うまくいかず辛いこともある。しかし考えてほしい。挑戦す
ることで自分の課題というものが見えてくるのだ。成長の反対は
失敗ではない。諦めることだ。挑戦を続ける限り、常に前に進む
ことができる。挑戦して得るものは数えきれないが、失うものは
何もない。全米団では、選考・DDP・渡米・運営を通して自分の

限界に挑戦する。全米団の長い「挑戦」への旅路は選考の時から
始まっている。全米団で皆さんと一緒に挑戦し、成長していくこ
とを楽しみにしている。

#9
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よくある質問

皆様からいただいた質問の中でも、特によくいた
だくものに答えます。

Q.参加費用はどのくらいかかるの？
例年、協賛してくださる財団様・企業様、JMUNの
ご支援のもと11~17万円前後で渡米します。（毎年、

参加費は多少変動します。これは、あくまで参考で
す。）

Q.選考プロセスの情報がほしい
基本的に情報は適宜全米団FacebookやTwitter、LINE

公式アカウントでお知らせしています。7月中旬時点
で公開されているものは以下の通りです。

［選考日程概要］
8月1日 応募開始
8月頃 応募期間
9月〜10月頃 選考期間

詳細な選考日程は、選考応募開始（8月1日）と同時

に開示される応募要項に掲載されますので、そちら
の方をご確認ください。公開までお待たせして申し
訳ありませんが、もうしばらくお待ちください。
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Q.英語得意じゃないけど大丈夫だろうか？
英語力が重要なことは間違いありません。しかし、
それは全米団に限った話ではありません。多くの方
が、選考プロセスにおいて英語力がどの程度重視さ
れるのかご質問されます。選考の具体的な採点基準
に言及することはできません。しかし、英語力のみ
を見て団員を選ぶことはありません。応募者の方の
多様な能力を加味した上で選考を行います。また、
DDP期間に英語力の向上を図ります。「英語力」を

理由に全米団に入ることを諦めてしまうのは非常に
もったいないということは確かです。

その他の質問に関しても、お気軽にお尋ねください。
全米団LINE公式アカウントや各種SNSをご利用くだ

さい。また、お知り合いの全米団局員にもお気軽に
お声がけください。
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Q.全米団は忙しいと聞くのだけど？
忙しくなるのは事実です。しかし、それに見合った、
もしくはそれ以上の経験と成長が得られます。研究
会との兼ね合いも気になると思います。第36代運営

局局員は全米団と研究会会長・研究統括・総務統
括・執行部を両立させています。また、アルバイト
をしたり、他の学生団体やサークルの運営と兼任し
たりしている局員もいます。DDP期間中のDDP開催
頻度は毎年変わります。DDP紹介コーナーの説明を
ご参照ください。



各種SNS

Facebook Twitter YouTube

LINE@
その他
全米団では全米団メーリングリストを運用し、当事業
開催の各種イベントのお知らせをしています。登録ご
希望の方、何かご不明な点がある方は総務の目黒まで
お尋ねください。
総務：ga_nmun@jmun.org

HP・SNSのご案内

Instagram

全米団HP
リンク：https://nmun-jpn.jimdo.com
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第36代運営局員紹介

役職 名前 所属 研究会

運営統括・団長 洲鎌槙吾 東京外国語大学・2年 国立

副団長・広報（報告書） 高井日菜子 大阪大学・2年 神戸

渉外・会計 方しおん 国際基督教大学・2年 国立

渉外補佐・広報（報告会） 福田一輝 東京外国語大学・2年 国立

OBOG会・情報処理 前川美貴 立命館大学・2年 京都

総務 目黒達之 東京外国語大学・2年 国立

選考プロセス 小森絵里花 大阪大学・2年 神戸

研究 岩佐真帆 上智大学・2年 駒場

団員育成プログラム 村田彩緒 上智大学・2年 四ツ谷

＊当事業に関するお問い合わせはga_nmun@jmun.org（総務 目黒達之）までお願いします。
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助成団体
公益財団法人 三菱UFJ国際財団
公益財団法人 平和中島財団

公益財団法人 双日国際交流財団

mailto:ga_nmun@jmun.org

