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団長挨拶 
  
 皆様こんにちは。模擬国連会議全米大
会第30代日本代表団派遣事業運営局、運
営統括ならびに団長を務めます、越田真
奈美と申します。 
  
 私たち9名の日本代表団は、第29代団
員として4月に三週間の渡米を終えまし
た。そして、6月に東京にて開催されま
した渡米報告会を持ちまして、正式に当
事業の運営局員として、次代を派遣する
べく動き始めました。この事業は30年の
歴史を重ね、今年私たちは第30代日本代
表団を全米大会に派遣することになりま
す。そして、この記念すべき第30代団員
に、私たちが団員として学んできたこと
以上のことを学んでもらい、国際社会で
活躍できる人材を育成してゆけるよう、
私たち一同協力して尽力して参ります。 
  
 今年度、私たちが当事業を運営してい
くにあたって、 
   “Color our vision,  
      Retouch our work” 
というコンセプトを掲げることとしまし
た。この中には、次の三つの意味がふく
まれています。一つ目は、“Visionの共
有”、二つ目は“個を生かすこと”、三
つ目は“反省をして次の行動に繋げるこ
と”です。私たちは、渡米に向けた準備
や渡米中の経験を通して、これらの点が
運営において重要であると強く感じまし
た。 
  
 全米大会での海外の学生たちは、それ
ぞれ自分の個性をふまえて、その強みを
最大限発揮し、仲間同士で補い合って
Visionを達成している姿が印象的でした。
また、DDP後の反省を次のDDPや全米大会
に生かすことができた経験から、反省し 
次の行動に結びつけることの重要性を強
く感じました。反省によって、自分の進
むべき道が明確になり、次のステップへ
の切り替えをすることができました。 
 このような経験から、私たちの運営で
もVisionの共有と、個を生かすこと、反
省をして次に生かすことを意識していき
たいと考えました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 そこで、運営を、絵画を描くことに喩
え、このコンセプトを作りました。共通
のVisionを描き、個性を生かすことで、
そのVisionを色づけし達成すること。ま
たそれだけでなく、時に私たちの作品す
なわち運営における仕事を反省し、より
よく描き直すこと。これらを意味する           
“Color our vision,  
       Retouch our work” 
を運営コンセプトとして掲げ、運営に励
んでいきたいと思います。 
  
 当事業が30年間続いてきた歴史の重み
を常に意識しながらも、改善の変化を恐
れずに、当事業が今後一層の発展を遂げ
ることができるよう邁進していきます。 
  
 最後になりましたが、日頃から当事業
へのご理解とご協力をくださっている顧
問の先生方、財団・企業の皆様、後援団
体の皆様、そして日本全国の模擬国連会
員の皆様にこの場をお借りして改めて厚
く御礼申し上げます。 
  
 今後とも、皆様の当事業への変わらぬ
ご理解とご協力を賜りますよう、宜しく
お願い申し上げます。 

  
 
 

2013年度模擬国連会議全米大会 
第30代日本代表団派遣事業 

運営統括・団長 
越田真奈美 
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今年は上から2番目の賞に当た

る、Distinguished Delegation

という賞を頂きました！ 

  

  

  

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、ニューヨーク市のホテルと国連

本部の会議場を使用して開催される国際

模擬国連会議です。 

世界の多くの国で行われている模擬国

連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、20カ国以上の

国から3000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、非政府組織の代表

として、1つの会議に参加し、議論を行い

ます。 

全米大会は、毎年大変な盛り上がりを

見せており、国際的な評価も年々高まっ

ています。 

2012年の参加会議は、総会本会議、安

全保障理事会、UNICEF、イスラム諸国会

議機構、アフリカ連合、Rio+20、武器貿

易条約策定会議などでした。 

 
 

 

全米団とは・・・ 
全米団とは、毎年、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名ほどが、日本代表団

として全米大会に参加する事業です。全

米団派遣事業は、日本模擬国連の主催事

業として行われ、多くの財団や企業のご

支援のもと、渡米した全米団員によって

運営されています。 

当事業は、1984年に第1代が派遣されて

から、今年で30年目となる歴史ある事業

です。これまで参加した29回の大会中16

回表彰され、高い評価を得ています。 

各団員は、大会への参加の他にも、渡

米前には団員育成プログラム（DDP）に参

加し、渡米中は提携校で政策調整を行っ

たり、国連職員の方からブリーフィング

を受けたりすることになります。 

また、団員は大会参加後には次代の全

米団員を送り出すために、団員育成プロ

グラムの設計、資金管理、次代の渡米の

引率など、一つの大きな事業を運営する

ことになります。このような活動も含め、

学生に貴重な経験を提供しています。当

事業のOBOG の方々は、国際公務員、国家

公務員、教授、弁護士などの職に就かれ、

多方面でご活躍されています。 
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全米団の活動 
 

例年11月頃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、ここでは団員決

定後の第29代全米団の活動を紹介します。 

※ 2013年のプログラムではありませんの

でご注意ください。 

 

Ⅰ渡米前 

選考 

選考は9月から11月上旬にかけておこなわ

れました。主に、3つのペーパータスクや面

接、選考会議が行われました。中でも、同

じ目標に向かって真剣に取り組むアプライ

者と行った選考会議は、密度の濃いものと

なりました。 

 

 

団員育成プログラム（DDP） 

第29代全米団派遣事業運営局はパブリッ

クスピーキングおよび政策立案におけるロ

ジカルシンキングの向上を主な目的とした

団員育成プログラム(Delegation 

Development Programme ;DDP）を5回に分け

て行いました。運営局員がマンツーマンで

第29代のサポートにつき、団員は担当国 

（ソマリア/ロシア）や議題に対する理解を

深めたり、政策立案の方法を模索し、具体

性と効果があり、実現可能性の高い政策を

練り上げたりしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、DDPでは政策立案だけでなく、毎回

自分の立てた政策のプレゼンテーションを

英語で行いました。プレゼンの基本を学ぶ

ところからはじまり、3か月かけて、政策を

簡潔に説明する力や大会中のスピーチに活

かせる力を徐々に身につけることができま

した。 

4回目のDDPでは実際にJAL ACADEMY 様  

（現J-Presence Academy様）からプレゼン

講習を受けました。講師の方からのフィー

ドバックを頂ける貴重な機会でした。 

最後のDDPでは東京の国連大学で政策発表

会を開催し、会議における自らの政策につ

いて英語でプレゼンテーションを行い、お

招きした大学職員の研究者や国連大学職員

の方々など、専門家の方々から批評やアド

バイスを頂きました。 

 

 

 
 
 
 
 
Ⅱ渡米中 

提携校との政策調整 

 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。全米大会の会議

では基本的に2人で1国の大使団（Pair 

Delegation ）を形成するため、日本の団員

はアメリカの学生と1対1でペアを組みます。 
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自分のペアの学生と、渡米前にも連絡を取

り合って会議に向けた準備を進め、大会前

に提携校と合流し、顔を合わせた上で最終

的な政策調整を行い、大会参加に備えます。

第29代はカリフォルニア大学バークレー校

と提携し、学生の家にホームステイさせて

もらい、政策調整のみならずバークレー大

学の見学や食事を共にし、Japanese Party

を開くなど文化交流も行いました。 

  

ブリーフィング 

 今年は主に渡米第2週目に、国連職員、

日本政府代表部の方々からブリーフィング

を受けました。ブリーフィングでは、勤務

されている機関や日々の仕事の現場ならで

はのお話、またキャリアのお話を直接伺い

ました。毎年、団員が参加する会議の分野

に合わせた職員の方々を訪問するようにし

ているため、議題への理解を深める非常に

貴重な機会にもなります。またブリーフィ

ングの時間以外にも、日本の省庁に勤務さ

れ、現在米国に留学されているOBOGの方々

にお会いし、様々なお話を伺いました。 

  

全米大会 

 全米大会は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、主に

ニューヨークのホテルで行われますが、会

議だけではなく、プロシージャー講習会や

講演会等のプログラムも充実しています。 

  最終日には各会議で採択された決議に対

して、国連本会議場で実際に投票行動を行

います。第29代団員は、日本模擬国連との 

 

 

 

 

 

 

 

議事進行の違いや言語などの壁にぶつかり

ながらも各会議において奮闘し、時には失

敗しても反省し次に生かす姿勢を大切にし

ながら、DDPで練り上げた政策を実現させ

たり、スピーチをしたりしました。その結

果、日本代表団とカリフォルニア大学バー

クレー校の合同代表団は、優秀代表団賞

(Distinguished Delegation)という賞を頂

くことができました。 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

観光 

 サンフランシスコやニューヨークでは、

空き時間を利用して、ゴールデンゲートブ

リッジやメトロポリタン美術館などに足を

運びました。 
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Ⅲ帰国後 

 帰国後、団員は全米団派遣事業運営

局員として当事業の運営を担っていく

ことになります。財団や企業、OBOGの

方々などとの社会的繋がりが深い当事

業を運営することで、社会で必要とさ

れる能力を身につけることや、渡米経

験を日本模擬国連活動に還元していく

ことを目的とします。以下、次項で示

す運営の大まかな流れを簡単に説明し

たいと思います。 

  

報告書作成•渡米報告会 

 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

さっている企業・財団の方々やOBOGの

方々等に伝えるべく、渡米報告書を執

筆し、その後渡米報告会を開催します。

そしてこの渡米報告会をもって、正式

に運営代が先代より引き継がれます。 

  

関西大会 

 全米団事業は、全米団における経験

を日本模擬国連へ還元するということ

を理念に掲げています。渡米を終えた

団員は還元活動の一環として、全米大

会への参加経験によって培ったスキル

や会議行動などを日本模擬国連に活か

すべく、帰国後初めての全国大会とな

る関西大会に参加します。 

 

 選考プロセス•選考会議運営 

 団員は帰国後から、次代の選抜に向

けて選考プロセスを決定していきます。 

 

 

 

具体的には、選考基準を設定し、各種

タスクや選考会議議題を決定します。

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11月頃

に次代団員を決定•発表します。その

後、12月に行われる全日本大会で次代

の紹介を行います。 

  

 DDP（団員育成プログラム） 

 団員の決定•発表を終えると、次代

が全米大会にて最大限の力を発揮でき

るように、渡米までの約3ヶ月間団員

育成プログラムを実施します。 

  

次代派遣 

 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

代を引率します。その間、国内との連

絡等の調整は副団長が行います。 

  

世代交代 

 そして全米大会を終えた次代は帰国

し、報告会を持って代替わりを行い、

正式に私たちはOBOGとなり後輩を見守

ります。 

  

 以上、運営全体に関わる流れを紹介

させていただきました。この他にも団

員は団長や渉外、会計、広報などの

個々の役職に就いて、それぞれの仕事

を担っていくことになります。 
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おおまかな運営の流れ 

April May June July August September 

October November December January February March 

報告書作成 

運営・選考 

コンセプト決定 

報告会準備 

渡米報告会 

選考プロセス決定・選考議題決定・会議準備など 

選考     
プロセス 

選考会議 
運営 

関
西
大
会 

DDP実行 

引き継ぎ資料作成 

渡米マニュアル作成 選考プロセス 

選考会議運営 
全
日
本
大
会 

次代  

派遣 
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次代への言葉 
 
越田 真奈美 
  

私は自分に自信がなかった。人と比べて

「自分なんて…」と思っていた私。しかし、

全米団にアプライして、全力でかけぬけた

三週間の渡米を経て、私は変わることがで

きました。 

  

“私の強みとは何だろう” 

“私は何ができるのだろう” 

“私はどんな価値を持っているのだろう” 

“どんな可能性を秘めているのだろう” 

  

 三週間の渡米はこれらを知るための大き

な第一歩でした。未知なる土地での、たく

さんの人々との出会いは、新たなる価値観

をもたらし、国際社会で活躍する方々のブ

リーフィングは自分の将来の可能性を示し

てくれました。そして、全米大会は自分が

秘めている力に気付かせてくれたのです。 

  

 渡米期間中に学んだことは数多くあり、

ここで全てを述べることはできません。し

かし、1つだけみなさんに伝えたいのは、

「常に働き続けることは、変化を生み、成

果を出すことにつながる。そしてそのこと

によって自信を持つことができる」という

ことです。自分に自信がなかった頃の自分

は、物事に対して働き続けることをやめて 

 

 

 

いたということに気付きました。 

  

 いつでも、自分の行動次第で状況は変え

ることができます。私が自分を変えられた

のは、物事に対して働き続けることを諦め

なかったからです。そして、これは、この

ように自分が努力するきっかけをくれた全

米団がなければ、なしえなかったことです。 

この、かけがえのないチャンスをものにで

きるかどうかは、そこにいるあなた次第で

す。 

 

 

8 



National Model United Nations 2013 

2013 

中島 悠輔 

  

 僕が全米団にアプライしようと思っ

たのは、自分がこのままの生活をして

いて、本当に立派な社会人になれるの

か不安だったからです。どこか、成長

できる場が欲しいと思い、全米団を見

つけました。日本代表団という重み、

渡米という冒険、成長できる多くのも

のがそこにあると、思ったのです。 

  

 渡米を終えて今、僕はアプライを

迷っていた頃から一つ大きなステップ

を踏めたのかな、と思っています。そ

のステップはアプライ以前では想像で

きなかったものでした。選考、渡米の

ための準備、渡米、考えられないほど

密な時間でした。 

  

成長はアプライした時点から始まりま

す。ステップへのスイッチを押そう！ 

  

 

  

  

  

 笠嶋 瑞基 

  

学べば学ぶほど、 

自分がどれだけ無知であるかを思い知

らされる。 

自分の無知に気付けば気付くほど、 

よりいっそう学びたくなる。  

  

これはアインシュタインの言葉です。 

私は全米団の事業の有意義さ・有益さ

がこの言葉に凝縮されていると思いま

す。全米団は学びの場を与えると同時

に無知を知らしめ、そして学びに戻る

絶好の機会であります。 

  

もちろんチャンスは平等です。しかし、

それを生かすも殺すもあなた次第です。 

  

是非、自分の可能性への挑戦として検

討してくれたら幸いです。 
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桑島 美幸 

  

 全米団の存在を知ったのはほんの一年前。 

 あの時、私に全米団を教えてくれた先輩

は10メートル先に立っていたのに、思い出

そうとすると何十メートルも離れている姿

が思い浮かぶ。 

 その当時、全米団は私にとって別世界

だった。雲の上の存在だった。夜空の星の

ようだった。見える、聞こえる、話せる。

でも、手を伸ばしても届かない、遠い存在

だと思った。 

 

 でも、気づいたら手を伸ばしていた。 

「自分なんか彼らに届くわけがない」と自

嘲する声が聞こえた。「夢を見たってしょ

うがないよ」と自分を宥める声が聞こえた。

それら全てを振り払って、私は2ヵ月間駆け

抜けた。負けそうにもなったが、手の先に

ある目標しか目になかった。 

  

 気づいたら、私の手は届いていた。 

  

 手を伸ばしたから今の私がいる。 

 手を伸ばさないと始まらない。 

  

 次に手を伸ばすのはあなたの番です。 

  

 

 

 

須藤 雄貴 

  

 時はその濃淡に関わらず途轍もない早さ

で過ぎていくものである。 

  

 君たちの前には無数にある道と無限の可

能性がある。いまならどんな道でさえも選

択できるだろう。 

  

 全米団は濃い時を過ごせる道のひとつに

すぎない。でも全米団の中には全米団でし

か得ることの出来ない一生ものの輝きがあ

る。 

  

 すぐには見えない輝き。自分で考え、悩

み、楽しみ、そして仲間たちと刺激を与え

合いながら過ごしていく日々の中でだんだ

んと見えてくる輝きである。 

  

 そんな輝きを自分で、そして仲間と見つ

けていきたいと心から思える人たちを僕は

待っている。 
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田伏 宏基 

  

人生は、取捨選択の繰り返しである。 

その選択が今の君を大きく変えるかもしれな

いし、何も変わらないかもしれない。 

  

人生は、変化と安定の繰り返しである。 

君の選択によって生まれた変化は、君を幸せ

にするかもしれないし、不安にさせるかもし

れない。 

君の選択によって生まれた安定は、君を安心

させるかもしれないし、後悔させるかもしれ

ない。 

  

1年前の自分には、全米団に応募するかしな

いかの2つの選択があり、自分は変化を選ん

だ。 

選考、DDP、渡米、運営……応募してからも

たくさんの選択をし、変化と安定を経験して

きた。 

不安や後悔に打ち勝って、共に成長を、変化

を、目指してくれる皆を待っている。 

  

人生は長い。 

思い出は短い。 

チャンスは一瞬。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

殿村 さおり 

  

 全米団は、挑戦と成長の場であると私は感

じています。 

 悩んだ末に選考に応募し、選考プロセスを

やり遂げたこと。団員に選ばれ、DDPを乗り

越え、政策発表会で拍手をもらえたこと。

「私には無理」といつも自信のなかった自分

が、全米団のプログラムを通して、少しずつ

変わっていくことを感じました。 

 3週間の渡米生活。出会った人、訪れた場

所、そしてほかではできない貴重な経験は、

私に自己と向き合う機会を与えてくれました。

私にとってこの3週間は、人生でなくてはな

らない貴重なひとときです。 

 そして何よりも、かけがいのない29代の仲

間との出会い。渡米生活を通して、嬉しいと

きも辛いときも一緒に過ごし、一生の友を得

ました。今、30代派遣事業をともに運営する

ことができ、とても幸せです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 このガイドブックを読んでいるあなたが全

米団を選ぶかどうか、決めるのはあなた自身

です。ぜひためらわずに思い切って挑戦して

ほしい。そうすれば、きっと想像もしなかっ

たような未来があなたを待っていることで

しょう。 

 全米団への挑戦は必ずあなたを成長させる

ということを、私は自信をもって保証します。 
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吹留 美佳 

  

 こんにちは、このガイドブックを読んで

いる方は「全米団に貴重な大学生活を費や

す価値があるのか?」ということを考えてい

ると思います。 

 去年、私はアプライを決める前に同じこ

とを考えました。そもそも「全米団員にな

る」ことは「大学生活を費やす」ことでは

ありませんでした。「全米団員になる」こ

とは「人生の一部を全米にする」というこ

とでした。 

 OBOGの方のお話しを伺い、実際に国際社

会 (国連を含む) で働かれている感想を聞

くと、その人の大学生活の一部を全米にす

る、ということではなく、人生の一部を全

米にするというイメージが私の中に伝わっ

てきました。 

 加えて、先代も言われたことですが、全

米はゴールではなく、通過点に過ぎません。

全米大会が終わり、運営が始まった今その

言葉を実感しています。 

 全米団へのアプライを考えるうえで、真

に問うべきことは「自分は全米から何を得

たいのか?」という問いです。 この質問に

答えられる人は、きっと全米団員になって

得たいものを得られると思います。 

What do you wanna do with NMUN ? 

 

 

渡邊 紗世 

  

 私は、この事業は自分次第で成長できる

場が多くあるものだと考えています。 

  

 DDPで論理力やパブリックスピーキング力

をつけることも、大会で多くの学生と交流

したくさんの考え方を自分の中に吸収する

ことも、また、政策を立てる中で多くの知

識や多角的な見方、論理的な考え方をつけ

ることもできます。 

  

 模擬国連の活動において、一つの議題に

ついて深く調べて自分の力を向上させたい。 

 海外大会に真剣に取り組んでみたい。 

 模擬国連に限らず、何か自分の成長する

軸となる事業がほしい。 

  一緒に活動する一生の仲間がほしい。 

 大学生活を有意義に過ごしたい。 

 新たなことにチャレンジしたい。 

  

 どのような理由でも構いません。この事業

は求めるものが何であれ、アプライするす

べての人に成長するチャンスをくれます。

ぜひ、そのチャンスを自分のものにしてみ

ませんか。 
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役職名 名前 所属 研究会 

運営統括・団長 越田真奈美 東京外国語大学2年 国立 

  副団長•広報（報告会担当） 中島悠輔 東京大学2年 駒場 

研究 笠嶋瑞基 東京外国語大学2年 国立 

選考プロセス担当 桑島美幸  慶應義塾大学2年 日吉 

団員育成プログラム担当 須藤雄貴  大阪大学2年 神戸 

    会計・渉外補佐  田伏宏基 東京大学2年 駒場 

渉外・OBOG担当 殿村さおり 東京外国語大学2年 国立 

広報（報告書担当）・情報処理 吹留美佳 同志社大学2年 京都 

総務統括 渡邊紗世 東京大学2年 駒場 

役職紹介 
 

★全米大会HP  http://www.nmun.org/  

★全米団派遣事業HP  http://jmun.org/nmun/ 

★第29代全米団渡米記HP  http://jmun.org/blogs/nmun29/ 

  

☆全米団派遣事業HPにて「2012年模擬国連会議全米大会第29代日本代表団
派遣事業報告書」公開中!! 

  

◇当事業に関するお問い合わせはhead-delegate_nmun@jmun.orgまでお願いし
ます。 
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