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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 32 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、川島瑛里子と申します。 我々

日本代表団は、第 31代団員として 3月から

4 月にかけて 3 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

会をもちまして、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 32 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 32代団員が多くを学び、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、私たち第 32代日本代表団派遣事

業運営局は、 

Enterprise, Serve, Interact 

の 3 つの単語を運営の軸に据えることを決

定いたしました。 

“Enterprise”には、「進取の精神、新たな

ことへ踏み出す勇気、冒険心」という意味が

あります。この言葉には、事業とともに自ら

の可能性をも大胆に広げていきたい、とい

う思いが込められています。  

“Serve”は、この事業に関われた機会を活

かし、運営局員が得た経験を、積極的に外部

に役立つ形で還元していく責任感を表して

います。 

“Interact”は、日本模擬国連における、ひ

いては日本社会における当事業の立ち位置

を常に意識し、運営局員と他者が刺激しあ

い、影響しあう相互関係性を重視すること

を表しています。 

 

当事業の 30 年を超える歴史を誇りに思

うとともに、常に変化を求め、一層の発展を

遂げるべく努力して参ります。 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。  

 

2015年度模擬国連会議全米大会  

第 32代日本代表団派遣事業  

運営統括・団長 川島瑛里子 
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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 New York）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

カ国以上の国から 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・交渉を行います。 

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。 

2014年の参加会議は、総会本会議、国

連環境計画、国連難民高等弁務官事務所、

世界保健機関などでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全米団事業とは 
 

全米団事業とは、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32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には

参加した31回の大会中18回表彰され、高い

評価を得ています。 

 団員は、大会参加の他にも、渡米前には団

員育成プログラム（Delegates Development 

Programme: 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

っています。 

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、DDP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 31代全米団の活動を紹介します。 

※ 2015 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 10月下旬にかけておこな

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

者が一堂に会する選考会議は、密度の濃い

ものとなりました。面接は関東と関西にお

いて、選考会議は関東において、それぞれ行

われました。 

 

団員育成プログラム（DDP） 

第 31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

(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 31代のサポートに

つき、団員は担当国 （南アフリカ）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）
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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。渡米前か

ら連絡を取り合って準備を進め、実際に顔

を合わせて最終的な政策調整を行ったのち、

大会に参加します。第 31代はサンフランシ

スコ州立大学と提携しました。団員は学生

の家にホームステイさせてもらい、政策調

整のみならず、大学の授業に参加したり、

Japanese Partyを開くなど文化交流を行った

りしました。 

 

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。 

第 31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

表団とサンフランシスコ州立大学の合同代

表団は、名誉代表団賞(Honorable Mention 

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 2 週目に、国連職員や

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

れている機関での日々のお仕事のお話や現

場での体験談、またご自身のキャリアに関

するお話を伺いました。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。 

 

 

 

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。 

 

 

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。財団や企業の方々、OBOG の方々

などとのつながりが深い当事業を運営する

ことで、国際問題の社会的認知の促進、模擬
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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 の方々などに

伝えるべく、渡米報告書を執筆し、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

き継がれます。 

 

関西大会 

当事業は、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ひとつの目

標に掲げています。渡米を終えた団員は還

元活動の一環として、全米大会を通して培

ったスキル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

選考プロセスを設計していきます。 

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団員の紹介を行います。 

 

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 4 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。 

 

運営代交代 

そして全米大会を終えた次代は帰国した

のち、事業報告会をも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。 
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次代への言葉 

阿部貴弘 

 

 「自分の人生は自分で決める」 

 

この思いがいつも胸の中にある。自らの

意思だけで全米団に入ろうと決心した。そ

して、団員に選ばれてから今の今まで全米

団は様々なものを提供してくれている。団

員育成プログラム、政策発表会、初の海外経

験、派遣後の運営、そしてかけがえのない仲

間。そのひとつひとつが自分を能力的にも

人間的にも成長させてくれる。それが全米

団の魅力だ。 

 

この魅力は、全米団に入らないと体験で

きない。そして、全米団に入ろうと決心した

ものにしかこの魅力を体感するチャンスは

与えられない。 

 

この魅力的な全米団の一員になりたいの

か、なりたくないのか。どちらの選択をとる

のか、納得行くまで悩んでほしい。そして、

自分の意思だけで決めてほしい。 

 

あなたの人生を決めるのはあなた自身だ。 

 

 

伊藤龍一 

 

去年の夏休み。私は、全米団に入れた場合

に失われるであろうものに目を向けていた。

怖かった。 

 

応募者一覧を見て、落ちるかもしれない

と思った。怖かった。 

 

やりたいか、やりたくないか。その都度、

自分に問いかけた。答えは明らかだった。 

 

何かを選択すれば、何かを得るし、何かを

失う。それは当たり前のこと。 

重要なのは、選択を迫られる場面で見え

ているものなど、所詮ほんのわずかに過ぎ

ないということだ。いくら想像してみたと

ころで、実際に経験しないと分からないこ

とが、必ずある。 

 

もちろん、いつも楽しいことばかりでは

ない。しかし、必死に取り組めば、貴重な経

験をさせてくれる。大切な仲間に出会える。 

全米団はそんな場所だ。 
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川島瑛里子 

 

 全米団への応募は、確実な勝算が得られ

ないものだ。一年前、私はその不確実さに戸

惑っていた。全米団に懸けることで払われ

る犠牲に納得できるのか。全米団を選ぶこ

とは、本当に私の求めていることなのか。 

 

 それでも、私は応募を決意した。様々な不

安を取り払う魅力が、全米団にはあった。 

そこに魅かれた自分の心に、正直になり

たかった。 

 

 想定内の安心感は心地よいが、自分を変

える力は持っていない。 

結果が見えないことに、がむしゃらに挑

戦する。その決断をした時から、あなたは変

わり始めるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

河原沙也加 

 

「できるか、できないかが問題ではな

い。やるか、やらないかがすべてだ。」 

 

一年前、先輩がかけてくれたこの一言で

私は全米団へのアプライを決めた。 

 

自信なんて、これっぽっちもなかった。 

それでも、チャンスを掴みたかった。 

自分の可能性にかけてみようと思った。 

自分の未来を、変えたいと思った。 

 

言葉に後押しされ、踏み出した一歩。 

おそるおそる踏み出した、小さな一歩。 

しかし、あの一歩がなければ、きっと今

の私はここにいないだろう。 

 

「やるか、やらないか」 

もう一度自身に問いかけてほしい。 

自分の内なる声に耳をすませてほしい。 

 

踏み出さなければ、始まらない。 

動きださなければ、何も変わらない。 

 

あなたの未来を掴むのは、あなた自身

だ。 
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北村光 

 

自分の能力を試したい。成長したい。渡米

したい。ニューヨークで貴重な経験がした

い。 

 

「全米団」に漠然とした憧れを抱いてい

る者も多いだろう。去年の私もそのような

一人だった。では、全米団に応募し、団員に

選出され、多くの経験を通して、何を得たい

のだろうか。もっと敷衍して言うのであれ

ば、あなたは模擬国連活動を通して、何を得

たいのだろうか。 

 

選考過程から始まる全米団の経験を通し

て、あなたは常にこの問いと向き合い続け

ることになる。「自分は何が得たいのか」 

 

全米団に興味を抱いたあなた。 

「問い」に向き合う準備はもうできてい

るはずだ。 

 

 

 

佐藤智哉 

 

 全米団事業に応募することを決めたこと。

これは自分にとって、一つの挑戦であった。 

 

挑戦をするとき、自分はたとえ終わりが

何であれ、「一生懸命それに取り組めば必ず

何か残るはずだ」と信じて、飛び込む。 

この全米団事業も同じだった。確かに不

安はあった。しかし、駆け抜けた先の「何か」

に期待して、一歩踏み出すことにした。 

 

選考プロセスでも、その後の渡米の準備

でも、この事業を通して様々な挑戦の機会

を得ることができた。それらを通り抜けて

いく中で、多くを学ぶことができた。 

 

人生一度きりの大学生活、すこし勇気を

出してかけてみるのも悪くない。 

 

あなたの期待に、全米団事業は必ず応え

てくれる。迷うくらいなら、一歩踏み出した

ほうがいい。そうしないと見えないものが

たくさんあるのだから。 
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竹内くるみ 

 

一年前の 8 月、締め切り間近にアプライ

を決意した。 

 

“こんな自分にもチャンスはあるのか” 

“間違った選択をしようとしてないか” 

 

不安だった。 

 

それでも、自分は心の奥の小さな声を無

視することはできなかった。 

 

今の自分がいるのは、 

一年前、自分の心の声に正直になれたか

らである。 

今の自分は、あの時の自分が考え付きも

しなかった多くのことを知っている。 

 

あなたの心の声はなんといっているだろ

うか。 

 

しっかりと耳を澄ませてほしい。 

自分が本当にやりたいことは何なのか、 

聞こえてくるはずだ。 

 

 

 

矢倉康平 

 

大学生活でやりたいこと。それは挙げだ

したらキリがないだろう。でも、それを全部

達成できるわけではない。四年間という時

間はあまりにも短く、取捨選択が付きまと

う。 

人生は選択の連続である。我々は、日々そ

の決断を積み重ねて生きているのだ。ただ

決断する仕方は人それぞれである。将来の

ことまでじっくりと利害を考えて決断をす

る人、その場の感情に任せる人、など多種多

様だ。 

私は、あなたの選択や決断に口を挟むつ

もりはまったくない。決断が誰かに言われ

て変わるものではないからだ。しかし一つ

だけ言えるとすれば、全米団という選択を

した多様な人間のニーズを、全米団は満た

してくれている、ということだ。 

全米団という事業の魅力は、紙面に陳腐

な言葉を並べただけでは決して伝わらない。

自分にとって全米団の魅力は、事業に参加

して初めて肌で感じるものだった。 

予測可能な要素が少ない中で選択や決断

をすることは困難を極めるが、熟考したう

えであなたにとって最高の決断をしてほし

い。 

 

 



役職紹介 

 
役職 名前 所属 研究会 

運営統括・団長 川島瑛里子 早稲田大学 2年 早稲田 

副団長・会計・広報（報告書担当） 竹内くるみ 東京外国語大学 2年 国立 

渉外・情報処理 阿部貴弘 大阪大学 2年 神戸 

総務統括 伊藤龍一 東京大学 2年 駒場 

団員育成プログラム担当 河原沙也加 大阪大学 2年 神戸 

選考プロセス担当 北村光 東京大学 2年 駒場 

渉外補佐・広報（報告会担当）・OBOG担当 佐藤智哉 中央大学 2年 国立 

研究 矢倉康平 東京大学 2年 駒場 

 

 

◇模擬国連会議全米大会 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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Grab your future! 


