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 運営統括挨拶
 

皆様こんにちは。模擬国連会議全米大会

第31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、瀬川知己と申

します。  

私たち 9名の日本代表団は、第 30代団員

として 3 月に三週間の渡米を終えました。

そして、6 月に東京にて開催した事業報告

会を持ちまして、正式に当事業の運営局員

となりました。この事業は 30年を超える歴

史を重ね、今年私たちは第 31代日本代表団

を全米大会に派遣することになります。来

年の 3月に渡米する第 31代団員が多くのこ

とを学び国際社会で活躍できる人材となる

よう、運営局一同尽力して参ります。 

 

今年度、私たちが当事業を運営していく

にあたって、 

「活私響公のもと自己実現と人材育成を行

う」 

という目標を掲げることとしました。「活私」

とは「運営局員が、運営局員個人を活かす

こと」、「響公」とは、「全米団の枠にとらわ

れずに広く発信・受信するなかで、共鳴し、

影響を与え合うこと」、「自己実現」とは「運

営局員が、全米団を通して得たい目標を達

成すること」、「人材育成」とは、「社会で重

要な役割を果たしうる人材を育み支えるこ

と」を意味します。 

  

渡米中にそれぞれが「全米団の目標」と

は何かを考えた結果、人材の育成や理念の

達成など様々な目標が浮かび上がりました。

各々の思いを一つのフレーズにまとめよう

と試みた結果、この運営目標が完成しまし

た。この目標のもとで、運営局の活動を行

っていきたいと考えています。 

 

各人が持つ長所を最大限に活かしつつ、組

織の内側に閉じこもることなく他の組織と

影響を与え合うこと。この、私たちが目指

す理想的な運営局の姿が、「活私響公」とい

う言葉にこめられているのです。 

 

当事業の30年を超える歴史を常に意識しな

がらも、変化を恐れずに、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

ご理解とご協力を賜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。  

 

 

2014年度模擬国連会議全米大会  

第31代日本代表団派遣事業  

運営統括・団長  

瀬川知己 
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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

本部の会議場で開催される模擬国連の国際

大会です。 

全米大会は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、30か国以

上の国から 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。 

2013年大会で日本代表団員は、総会本会

議、国際原子力機関、犯罪防止刑事司法委

員会、女性の地位向上委員会、経済社会理

事会、国連貿易開発会議などに参加しまし

た。 

 全米団とは
 

全米団とは、毎年、日本模擬国連会員と

して、模擬国連活動を行う全国の学生の中

から選抜された 9 名ほどを、日本代表団と

して全米大会に派遣する事業です。全米団

派遣事業は、日本模擬国連の主催事業の一

つであり、多くの財団や企業のご支援のも

と、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、1984年に第 1代が派遣されてか

ら、今年で 31年目となる歴史ある事業です。

全米大会には、30 回連続で参加しており、

うち 17回表彰され、高い評価を受けていま

す。 

 団員は、大会参加の他にも、渡米前に団

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しま

す。 

また、団員は大会参加後、次代の全米団

員を送り出すために、事業運営を一年間行

います。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、事業運営に

関わるあらゆる業務を 9 人で行います。こ

のような運営活動も含め、学生に貴重な機

会を提供しています。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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 全米団事業の活動
 

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 30 代全米団の活動を紹介しま

す。 

※ 2014 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 30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能力の向

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 30代のサポートにつき、団員は担

当国 （アルゼンチン）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 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、大会に備えます。

第 30 代はニューメキシコ州立大学と提携

しました。団員は学生や教授の家にホーム

ステイさせてもらい、政策調整のみならず

ニューメキシコ州立大学の見学や食事を共

にし、Japanese Partyを開くなど文化交流も

積極的に行いました。 

 

 

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、国連総会本会議場で実際に投票行動

を行います。第 30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、日本代表団とニューメキシコ州立

大学の合同代表団は、優秀代表団賞

(Distinguished Delegation)という賞を頂くこ

とができました。 

 

ブリーフィング 

今年は主に渡米第 3 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。 

 

 

観光 

ニューメキシコやニューヨークでは、空

き時間を利用して、White Sand 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 

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、選考基準と各種タスクを決

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 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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次代への言葉 

 

瀬川知己 

これを読んでいる君は、何をしたいと思う

のだろうか。 

 

今の自分を変えたい？ 

自分を成長させたい？ 

新しい刺激がほしい？ 

日本から飛び出してみたい？ 

 

私も一年前、同じ思いを抱えていた。 

応募を決意し一歩踏み出してから一年を経

た今、確かに言えることがある。 

それは、全米団はこれらの思いにこたえる

ことができるということだ。 

選考で、DDPで、渡米プログラムで、運営

で、自分を成長させることができたし、た

くさんの刺激を得ることができた。そして

何より、自分を変えることができた。 

 

これを読んでいる君は、不安を感じている

のだろうか。 

 

自分には無理？ 

選考に通る自信がない？ 

 

落ち着いて、自分の気持ちに素直になって、

自分自身に訊いてみて欲しい。 

「自分は全米団に入りたいか？」と。 

もしその答えが Yes なら、今すぐに応募し

よう。 

できるかどうかは全く問題ではない。周り

など関係ない。「やりたい」と自分が思っ

たなら、すべての壁は夢の土台になる。今

すぐ一歩を踏み出すべきだ。 

 

これを読んでいる君は、迷っているのだろ

うか。 

 

他にもたくさんの機会があるのでは？ 

全米団に入ってできなくなることがあるの

では？ 

 

確かに、全米団に入ることで失われるチャ

ンスがある。全米団への道に踏み出すこと

は、選びえた他の道を捨てるということだ。

どの一歩が正解なのかは誰にもわからない。 

それでも、私は君に自信を持って言える。 

「全米団という道は、私にとって最高の選

択だった」と。 

 

自分の気持ちに正直になってほしい。 

一歩を踏み出した君を、待っている。 
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井下田愛奈 

 

光陰矢の如し。大学の四年間は長いよう

で、あっという間に過ぎてしまいます。 

自分の人生の中でも大事な時期である四

年間。その四年間で、自分は一体何を手に

入れられるのだろうか、自分はどう成長で

きるのだろうか、と考えた事がある人も多

いと思います。 

折角の大学生活、ただ無為に過ごしてし

まうのは、勿体なくありませんか？ 

仲間といっぱい学んで、新しいことをし

て、知らない世界に飛び込んで・・・大学

って、そういうことができる場所だと思い

ます。 

  

チャンスは、たくさん転がっています。

それを逃すか、つかむかはあなた次第です。 

 

失敗したっていいんです。くじけたって

いいんです。大学生の挫折は、必ずや自分

を成長させるでしょう。たとえなにがあっ

ても、その経験は、必ずあなたの糧になり

ます。 

折角の四年間、知識に、経験に貪欲にな

ってください。かけがえのない成長の機会

を、31代全米団となる皆さんと一緒に享受

できることを、楽しみにしています。 

大橋昭文 

 

人生は選択の連続。何かを「する」とい

う選択の裏には、何かを「しない」という

選択がある。 

 

全米団にアプライ「する」という選択は、

みなさんが持つ時間を全力で全米団に費や

すという選択になるでしょう。同時にそれ

は、他への選択を「しない」という選択に

なります。このことをしっかりと意識して、

覚悟と熱意を持った上で全米団に挑戦して

欲しいと思います。 

 

覚悟と熱意を持った人は、必ず全米団で

飛躍的に成長できます。全力で駆け抜けて

こそ、自分の限界を越えてこそ、自分の弱

さに向き合ってこそ、成長できる。全米団

はそういう場所です。 

 

“The greater the obstacle, the more growth in 

overcoming it.” 
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佐藤直樹 

 

「あなたの時間は限られています。誰か他

人の人生を生きて時間を無駄にしてはい

けません。…他人の意見という雑音にあな

たの内なる声がかき消されないようにし

てください。最も重要なのは、自分の心と

直感を信じる勇気を持つことです。心や直

感は、あなたが本当は何をしたいのか、も

う知っているはずです。」 

 

 スティーブ・ジョブズがスタンフォード

大学の卒業式で行ったスピーチの一節だ。 

 

 今のあなたにとって「他人」とは誰だろ

う？ 

 

 それは、私たちのことであり、あなたに

期待する人たちのことであり、あなたのラ

イバルになるかもしれない人たちのこと

だ。 

  

 雑音など気にする必要はない。 

 

 「あなたの内なる声」は何と言っている

だろう？ 

 

 あなたはもう知っているはずだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

末永理紗 

 

―チャンスは降ってくるものではなく、掴

むものである― 

 

全米団が私の目の前に現れたとき、これ

は成長のチャンスだと思った。 

 とにかく自分も全米団に入りたい。この

チャンスを掴みたい。後先考えないその気

持ちが私を動かした。 

 

もしかしたら私が取り組めるものは他

にもたくさんあったかもしれない。 

しかし最近、全ての物事はチャンスにし

ようと思えばチャンスにすることができ

ると同時に、チャンスにしようと思わなけ

ればチャンスにすることができないよう

に感じる。 

 

あのとき私は全米団に入りたいと思い、

成長のチャンスだと思って飛びついたか

らこそ、全米団で成長するというチャンス

を掴むことができた。 

 

あなたが全米団に入りたいと思うのな

らば、成長の為の絶好のチャンスだと思う

のならば、その気持ちに素直になるのがい

い。 

せっかくのチャンスを見逃すのは、もった

いない。 

 

―チャンスは降ってくるものではなく、作

り出し、そして掴むものである― 
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橋本佳奈 

 

「外の世界を見てみたい。」 

 

それが、私が全米団にアプライしようと

考えたきっかけでした。 

 

初めて足を踏み入れるアメリカ、初めて

参加する大会議、初めて聞く国際機関勤務

の方の生の声… 

 

それだけではありません。今まで決して

「外の世界」にいたわけではない、全米団

の仲間たちについても、DDPやアメリカで

の共同生活を通してより深く知ることがで

きています。もちろん、私も彼らも変化し

続け、誰も知らない一面を絶えず得ていく

のですが。 

 

「外の世界」に触れる。仲間をよりよく

知る。自分を変えていく。 

その経験をあなたも、この全米団でしま

せんか。 

 

 

 

俵藤あかり 

 

全米団は、様々な挑戦の機会を提供して

くれる場です。その挑戦のなかには、もち

ろん全米大会へ集う世界中のライバルへの

挑戦も含まれますが、それ以前に、全米団

で皆さんが挑戦するのは自分自身です。 

 

自分自身への挑戦は選考プロセスのみで

はありません。選考プロセスを通過した後、

皆さんは全米大会に向けた DDP（団員育成

プログラム）に取り組むことになります。

そして帰国後は、次代の派遣に向けた運営

に取り組むことになります。 

 全米団でのすべての活動において、皆さ

んは様々な課題に直面し、それらを解決す

る為に大いに悩むことでしょう。 

 

それでも、それまで無意識においていた

自分の限界に挑戦し続けたその先に、皆さ

んの望む成長や素晴らしい仲間が待ってい

るはずです。 

 

Go the Distance. 
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藤川正志 

 

大学生活を始めたみなさん 

サークル活動・留学・インターン・ボラ

ンティア… 

大学生活の中であなたが手を伸ばすこと

のできる選択肢は星の数ほどあります。そ

の星々の中から全米団に興味をもってくだ

さったあなたに伝えたいこと。 

それはただ一つ。“全米団
こ こ

”は『どこまでも

広い世界』と『どこまでも深い貴方自身』

の両方を見つめ、立ち向う機会をかならず

提供します。 

 世界の友と議論を交わし、国際社会の最

先端で活躍する人々と語らう中で、貴方は

日本にいては決してわからない世界の『今』

を知るでしょう。 

 全米大会に向けて懸命に努力をつづけ、

立ちはだかる困難を乗り越える中で、貴方

は自分の『強さ』も『弱さ』も痛いほど感

じるでしょう。 

 そうした全米団での経験全てあなたの人

生にとってかけがえのない財産となるに違

いありません。 

 

 

 

山田圭介 

 

選択肢が多いほど、決断にかかる時間は

長くなる、という法則があります。 

今、みなさんの周りにはどんな選択肢が

あるのでしょうか。 

大学に入学する前まで比べると、大学で

は決断をする機会が格段に増えます。選択

肢も、多くなります。 

大学を卒業する時になっていたい自分、

10年後、20年後の理想の自分に近づく為に

は、どの選択肢を選べばいいのか。決める

のは難しいし、時間がかかります。 

一つの選択肢として、全米団を考えてみ

てください。 

僕は、一年前、全米団に出会いました。

成長、経験、仲間… 僕が求めていたものが、

全米団には多くありました。 

みんなが、納得のいく決断をして全米団

を選ぶのなら、その時点で、なりたい自分

に一歩近づいていますよ。 
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役職紹介 

役職 名前 所属 研究会 

運営統括・団長 瀬川知己 東京大学2年 駒場 

副団長・広報（報告書担当） 藤川正志 大阪大学2年 神戸 

団員育成プログラム担当 井下田愛奈 慶應義塾大学2年 日吉 

会計・渉外補佐 大橋昭文 東京大学2年 駒場 

広報（報告会担当）・ＯＢＯＧ
担当 

佐藤直樹 東京大学2年 駒場 

選考プロセス担当 末永理紗 東京大学2年 駒場 

総務統括 橋本佳奈 東京大学2年 駒場 

研究 俵藤あかり 東京大学2年 駒場 

渉外・情報処理 山田圭介 早稲田大学2年 早稲田 

◇全米大会ＨＰ：http://www.nmun.org/ 

◇全米団派遣事業ＨＰ：http://nmun-jpn.jimdo.com/ 

 

＊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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Take Your 

Challenge! 


