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U N I T E D  N A T I O N S        N A T I O N S  U N I E S 
THE SECRETARY-GENERAL 

MESSAGE TO THE GLOBAL CLASSROOMS: JAPAN 

MODEL UNITED NATIONS CONFERENCE 

November 17-18, 2018 

 

 

 
You gather for this Model United Nations at a time of profound turmoil, transition and 

transformation.  Insecurity, inequality and intolerance are spreading.  Governments are wasting 

vas and precious funds on deadly weapons while reducing investments in people.  Too many 

people in power seem willfully blind to the threat of climate change. Citizens yearn for jobs and the 

prospect of a decent life, but all too often they get divisiveness and delays instead. 

There have been significant steps forward.  Extreme poverty has been cut in half since the 

year 2000.  Democratic transitions are under way in Arab world, Myanmar and elsewhere.  

Africa’s economic growth has become the fastest in the world.  Latin America and Asia continue 

to make important advances.  Still, we must raise our levels of ambition.  I have set out an action 

agenda that focuses on five imperatives: sustainable development; preventing conflicts, damage 

from disasters and human rights abuses; building a more secure world; supporting countries in 

transitions; and empowering the world’s women and young people. 

You are part of the largest generation of young people our world has ever known.  Yet 

opportunities for youth are falling short.  Youth unemployment rates are at record levels.  Many 

are struck in low-wage, dead-end work, despite having college degrees.  We must work together to 

help young people make the most of their energies, ideas and leadership potential. 

By participating in this Model United Nations, you will sharpen your negotiating skills and 

gain insights into what it takes to achieve consensus and progress.  Armed with these assets, you 

can mobilize and engage on the major issues of our day.  From raising awareness through social 

media to joining forces in other ways with students from around the world, you can make your 

voices heard and drive political and social change. 

This is an era of great uncertainty, but also one of profound opportunity.  No single leader, 

country or institution can do everything.  But each of us, in our own way, can do something.  

Together, as partners, we can meet today’s tests and seize the opportunities of an era of dramatic 

change.  I wish you great success at this Model UN, and I hope the experience will inspire you to 

support our global work for peace, justice, human rights and sustainable development for years to 

come. 
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模擬国連活動は、参加者⼀⼈⼀⼈が国連加盟国の⼤使として、国際会議をシミュレーション
することを通じ、世界における様々な課題について学ぶ活動です。この先進的な教育プログ
ラムは、1923 年にアメリカのハーバード⼤学にて始められ、2007 年にはグローバル・クラ
スルーム⽇本委員会が、⽇本における⾼校模擬国連活動を担う団体として設⽴されました。
関係各所の皆様のおかげをもちまして、グローバル・クラスルーム⽇本委員会が主催する全
⽇本⾼校模擬国連⼤会は、本年で 12 回⽬を迎えます。 
 
さて、今年度の議題は「武器移転」です。我々は今まで様々な議題で会議をしてきましたが、
その中でも⼀際皆様が普段関わらない分野で⾏う会議なのではないでしょうか。 
模擬国連では、ただプレゼンスを発揮して、リーダーシップをもって⼤使たちをまとめれば
いいというわけではなく、実際に国際問題に向き合い、解決策を模索する真摯な態度が求め
られます。皆様には是⾮、この議題と向き合い、国際社会が直⾯している課題を理解した上
で、私たちにはなにができるのか、どのようなことが求められているかといったことを考え
ていただきたいと思っています。 
 
全⽇本⼤会は、その意味、⽬的を⼤会における賞の獲得に置く⽅が多いと思います。私⾃⾝
もかつてこの⼤会に出場した時はそうでしたし、明確な⽬標を持つことというのは会議に
参加する上でのモチベーションとしてとても良いものです。しかしながら、「武器移転」と
いう難解な議題に向き合い、国際問題について考えるという営み⾃体にも⼗分な意義があ
るということを覚えていてください。同世代の学⽣たちとともに、国際社会の模擬を通じて、
得るものが必ずあるはずです。 
 
グローバル・クラスルーム⽇本委員会も皆様にそのような有意義な体験を提供できるよう、
より⼀層努⼒してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。皆様全員が出場して
後悔がなかったと⾔えるような時間を過ごしていただけましたら幸いです。 
 
 

グローバル・クラスルーム⽇本委員会 
理事⻑ 岡野 源 

  

1. 今⼤会の開催にあたり 
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2-1 タイムスケジュール 

《会議 A 参加者⽤スケジュール》 

11 ⽉ 17 ⽇(⼟) 11 ⽉ 18 ⽇(⽇) 

※ 
集合・2F 受付 

(時刻は p.9 参照) 
9:25 集合 
9:30 2F 受付 

10:00 
開会式 

(3F ウ・タント) 
9:50 

2nd Session 
(5F エリザベス・ローズ) 

11:40 
移動・会議細則の説明 

(2F レセプションホール) 
11:50 昼⾷ 
12:55 

1st Session 
(2F レセプションホール) 

12:55 昼⾷ 
13:55 

3rd Session 
(5F エリザベス・ローズ) 

16:15 Review 

16:30 
閉会式 

(5F エリザベス・ローズ) 

17:45 解散 
17:00 解散 

 
(備考) 
1. 開会式はウ・タント国際会議場にて執り⾏います。 
2. 会議 A にご参加の⽅は、11 ⽉ 17 ⽇(⼟)に国連⼤学 2 階のレセプションホール、11 ⽉

18 ⽇(⽇)に 5 階のエリザベス・ローズ国際会議場をご利⽤いただきます。ご⾃⾝が会
議 A・B どちらの会議に参加するかは当⽇受付にてお知らせいたします。 

2. ⼤会当⽇の動き 
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《会議 B 参加者⽤スケジュール》 
11 ⽉ 17 ⽇(⼟) 11 ⽉ 18 ⽇(⽇) 

※ 
集合・2F 受付 

(時刻は p.9 参照) 
9:40 集合 
9:45 2F 受付 

10:00 
開会式 

(3F ウ・タント) 

10:05 

2nd Session 
(2F レセプションホール) 

11:30 昼⾷ 

12:35 
集合・会議細則の説明 

(5F エリザベス・ローズ) 
12:45 

1st Session 
(5F エリザベス・ローズ) 

13:10 昼⾷ 
14:10 

3rd Session 
(2F レセプションホール) 

16:05 Review 

16:20 
閉会式 

(2F レセプションホール) 

18:00 解散 
16:50 解散 

 
(備考) 
1. 開会式はウ・タント国際会議場にて執り⾏います。 
2. 会議 B にご参加の⽅は、11 ⽉ 17 ⽇(⼟)に国連⼤学 5 階のエリザベス・ローズ国際会

議場、11 ⽉ 18 ⽇(⽇)に 2 階のレセプションホールをご利⽤いただきます。ご⾃⾝が
会議 A・B どちらの会議に参加するかは当⽇受付にてお知らせいたします。 
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2-2 集合・受付・解散について 
◆ 集合場所 
国際連合⼤学本部ビル 正⾯⼊り⼝前 (会場へのアクセスは 17 ページをご覧ください) 

 

 
◆ 集合・受付開始時刻  

11 ⽉ 17 ⽇(⼟) 11 ⽉ 18 ⽇(⽇) 

チーム ID 1〜43 
9:20 集合 9:25 受付 

会議 A 出場チーム 
9:25 集合 9:30 受付 

チーム ID 44〜86 
9:35 集合 9:40 受付 

会議 B 出場チーム 
9:45 集合 9:50 受付 

 
※チーム ID は、グローバル・クラスルーム⽇本委員会ホームページにて公開しております、
書類選考合格者リストにて掲載しております。 
※当⽇は、会場前で別団体によるファーマーズ･マーケットが開催される関係で⾮常に混雑
することが予想されるため、集合時刻より早いお越しはお控えください。 
 
u 受付について 
受付は、国連⼤学本部ビル 2 階にて⾏います。上記の受付開始時刻をご確認の上、時間厳守
にてお越しください。また、受付開始までの間、国連⼤学ビルへの⼊場はお控えください。 
 
u 解散について 
会議 A、会議 B は解散時間が異なりますので、参加会議のタイムスケジュールをご確認く
ださいますようお願い申し上げます。 
また、各⽇程のプログラムが終了後は⾃由解散となります。⽣徒の皆様は引率教員の指⽰の
もと、また⾒学者の⽅はスタッフの指⽰に従って⾏動するようお願いいたします。  
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2-3 開会式・閉会式について 
《開会式》 
於：3 階ウ・タント国際会議場 
1. 理事⻑挨拶 

岡野 源（グローバル・クラスルーム⽇本委員会 理事⻑） 
2. 基調講演 

南 健太郎（外務省 軍縮不拡散・科学部通常兵器室 上席専⾨官） 
3. ACCU 挨拶 

進藤 由美（公益財団法⼈ユネスコ・アジア⽂化センター 国際教育交流部⻑） 
4. 開会宣⾔ 

岡野 源（グローバル・クラスルーム⽇本委員会 理事⻑） 
5. 写真撮影 
 
開会式では、以下の座席表にしたがって着席していただきます。スタッフの誘導に従うよう
お願いいたします。 

 舞台  

会議 B 参加者(⾃由席)：A 列~C 列 

会議 A 参加者(⾃由席)：D 列~F 列 

教職員席(⾃由席)：G 列~L 列 

 ⼊り⼝  

 
《閉会式》 
於：会議 A・5 階エリザベス・ローズ国際会議場、会議 B・2 階レセプションホール 
閉会式は、会議ごとに実施いたします。 
1. 理事⻑挨拶 

岡野 源（グローバル・クラスルーム⽇本委員会 理事⻑） 
2. 会議報告 

⽯本 達也（第 12 回全⽇本⾼校模擬国連⼤会 会議総監督） 
3. 受賞校発表 

武部 ⽂⾹（第 12 回全⽇本⾼校模擬国連⼤会 会議 A 選考統括） 
武藤 祐佳（第 12 回全⽇本⾼校模擬国連⼤会 会議 B 選考統括） 

4. 閉会宣⾔ 
岡野 源（グローバル・クラスルーム⽇本委員会 理事⻑） 
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3-1 会議場にて使⽤可能なもの 
下記のものについては、会議場での使⽤が許可されております。記載のないものの使⽤に関
しましては、スタッフの判断の下、使⽤をお控えいただくことがございます。なお、参加者
は会議中、携帯電話・スマートフォンの電源を切るかマナーモードに設定し、使⽤は禁⽌と
します。 

1. 電⼦機器類 (パソコン、タブレット、電⼦辞書、USB のみ) 
※ペーパーレス化推進の観点から、今年度より議場に Wi-Fi 設備を導⼊し、⽂書配
布の⼀部電⼦化を⾏います。そのため参加者のみなさんにおかれましては、⽂書閲
覧が可能なパソコンあるいはタブレットの持参を推奨いたします。ペア 2 ⼈とも
の持参が困難な場合は、前もって会議監督までお知らせください。 

2. リサーチ資料 
3. メモ帳 
4. 筆記⽤具 

 
 
3-2 服装 
会議中は、⼤使としてふさわしい服装(制服等)にてご参加ください。 
 
 
3-3 ⼿荷物のお預かりについて 
u お預かり 

スーツケースなどの⼤きな荷物に関しましては、お⼀⼈⼀点まで預けていただくこと
が可能です。お預かりは 2 階受付にて承ります。受付の際に、スタッフまでお声かけく
ださい。なお、コート類のお預けはできませんので予めご了承ください。 
また、⾒学者の⽅のお荷物のお預かりは⾏っておりません。 
 

u お渡し 
お預かりの際に番号が記載されているタグをお渡しいたします。受け取りの際は、タグ
と引き換えに⼿荷物をお渡ししますので、タグの紛失にはくれぐれもご注意ください。
なお、⼿荷物は会議終了後にお返しいたします。会議途中での荷物のお渡しはできませ
んので、会議等で必要なものは予め荷物から出しておくようにしてください。 

  

3. 当⽇の持ち物・服装 
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4-1 責任 
グローバル・クラスルーム⽇本委員会は、関係団体とともに、今⼤会の円滑な実施に向け、
体制準備及び安全管理につき、万全を期する所存です。しかしながら、その業務はあくまで
⼤会主催のみであり、万が⼀の不測の事態が⽣じた場合の責任は、参加者各位に帰すること
となりますので、予めご理解をお願いします。 
 
4-2 提出書類 
メールにてお送りしました下記の資料について、ご確認の上、プリントアウトしていただき、
ご記⼊ご捺印の上、スキャンしていただき PDF 形式で、10 ⽉ 19 ⽇（⾦）17 時までにグロ
ーバル・クラスルーム⽇本委員会（gc@jmun.org）までお送りください。 
ご提出は下記の資料をまとめて、引率教員が学校毎にご提出くださいますよう、お願いいた
します。資料に関して、ご質問等ございましたら同アドレス（gc@jmun.org）までご連絡く
ださい。 
《提出書類》 
1. 個⼈情報及び肖像権についての取扱同意書 
2. 学校⻑推薦書 

グローバル・クラスルーム⽇本委員会では、本⼤会にご参加いただくにあたり、学校
⻑推薦書をもちまして、学校側のご協⼒をお願いしております。1 チームにつき 1 部
をご提出ください。 

 
4-3 各種費⽤ 
昨年度⼤会より、1 チームにつき 10,000 円の参加費をいただくこととなりました。振込⽅
法等の詳細につきましては、お送りしましたメールをご確認ください。 
なお、⼤会参加にあたり発⽣する交通費・宿泊費・⾷費等につきましては、⾃⼰負担をお願
いしております。 
 
4-4 今後のご連絡 
⼤会に関するご連絡につきましては、⼤会メーリングリストを通じて⾏います。ご質問等が
ございましたら、グローバル・クラスルーム⽇本委員会 (gc@jmun.org)までお気軽にご連
絡ください。また電話での受付はしておりませんのでご注意ください。 
  

4. ⼤会参加にあたり 
 



13 
 

 
 
5-1 会場使⽤上の注意 
参加者の皆様には下記の注意事項を守り、正しくご利⽤くださいますようお願い申し上げ
ます。 
 
1. 国連⼤学本部ビル内での⾷事は、⼤会参加者並びに引率教員に限り、指定されたスペー

スのみで可能です。それ以外の場所での⾷事はお控えください。⾒学の⽅はご利⽤でき
ませんので、16 ページに掲載しました「国連⼤学付近の飲⾷店⼀覧」をご参考に、付
近の飲⾷店等をご利⽤ください。飲料につきましては、キャップのできるペットボトル
飲料の⽔・お茶のみ会場内を含め飲むことができます。 

2. 国連⼤学本部ビル内は全館禁煙となっております。 
3. ゴミ等は全てお持ち帰りください。 
4. 駐⾞場はございませんので、お近くの⺠間駐⾞場をご利⽤ください。 
5. 電⼒の都合上、会場内でのコンセントの使⽤は 1 チームにつき 1 つまでといたします。 
 
 
5-2 落とし物の扱い 
持ち物には必ず記名をお願いいたします。万が⼀、持ち物を紛失された場合は、スタッフま
でお知らせください。但し、グローバル・クラスルーム⽇本委員会では紛失物に⼀切の責任
を負いかねますので、ご了承ください。なお、⼤会期間中に拾得いたしました落とし物は、
⼤会終了後から 2 週間、グローバル・クラスルーム⽇本委員会にて保管いたしますが、お申
し出のない場合はその後処分いたします。ご了承ください。 
  

5. 諸注意 
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5-3 昼⾷について 
国連⼤学本部ビル内での⾷事は、⼤会参加者並びに引率教員に限り、以下の指定されたスペ
ースのみで可能です。当⽇これらのスペースを利⽤される際は、スタッフが誘導いたします。 
スペースに限りがあるため、なるべく付近の飲⾷店をご利⽤いただきますようお願いいた
します。また、異なる会議向けに指定されているスペースのご利⽤はできません。 
なお、⾒学者の⽅はこれらのスペースをご利⽤いただけませんので、次⾴をご参考に付近の
飲⾷店をご利⽤ください。 

 

 

 11 ⽉ 17 ⽇(⼟) 11 ⽉ 18 ⽇(⽇) 

会議Ａ参加者・引率教員 
2Ｆレセプションホール 

11:50〜12:55 
5Ｆホール奥ラウンジ 

12:55〜13:55 

会議Ｂ参加者・引率教員 
5Ｆホール奥ラウンジ 
11:30〜12:35（※） 

2Ｆレセプションホール 
13:10〜14:10 

 
（※）同時刻にエリザベス・ローズホールにて⾒学者を対象に OBOG 講演会・座談会を開
催しております。会議参加者の皆様は、開場までホールに⼊場できませんのでご注意くださ
い。 
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《国連⼤学付近の飲⾷店⼀覧》 
国連⼤学付近の飲⾷店について⼀部抜粋いたしましたので、ご利⽤ください。 
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◆ 会場 
国際連合⼤学本部ビル 
〒150-8925 東京都渋⾕区神宮前 5-53-70 
  
◆ アクセス 
JR 渋⾕駅から徒歩 15 分 
地下鉄表参道駅出⼝ B2(銀座線、半蔵⾨線、千代⽥線乗り⼊れ)から徒歩 8 分 
※駐⾞場はございませんので、⼀般のお客様の駐⾞はご遠慮いただいております。 
 

 
  

6. アクセス 
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Section II 
会議概要 
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議  場：第 73 会期国連総会軍縮・安全保障委員会（第⼀委員会） 

 議  題：（⽇本語）武器移転 （English）Arms Transfers 
 開催⽇時：2018 年 11 ⽉ 17 ⽇・18 ⽇ 
 

「武器移転」という⾔葉と聞いて、みなさんはどのようなことを連想するでしょうか。テレビのニュー

スで時々報道される紛争やテロで⽤いられる爆弾などの輸送などを想像する⼈もいるかと思います。また、

核兵器や⽣物・化学兵器といった⼤量破壊兵器についてはその規制がかなり進められてきました。近年で

は核兵器禁⽌条約が採択されるなど核軍縮は注⽬を浴びていますし、模擬国連でそういった議題を扱った

ことがある⽅もいるかもしれません。しかし、爆弾や銃器などの通常兵器についてとなると、実際に紛争

やテロで⽤いられているにもかかわらず、考えたことはあまりないのではないでしょうか。 

現在の武器の輸出額は 300 億ドル以上で、その規模は 21 世紀に⼊って再び増加傾向にあります。冷戦

を終え 21 世紀に⼊った国際社会はテロという新たな脅威に直⾯するなど、安全保障体制に気を緩めること

は依然できない状況であるといえます。武器なんてなくなってしまえばいいと考えるかもしれませんが、

ことはそう単純ではありません。担当国⼤使としての⽴場に⽴ち、葛藤することもあるでしょう。そこで、

次の 2 つのポイントに留意してほしいと思います。 

1．担当国の⽴場を離れない 

今回の議題は担当国にとって⾃国の安全保障上重要な機密事項を含むため、担当国の⽴場を理解するのに

⼗分な情報が得られないかもしれません。ですので、担当国の様々な特性を考慮した上で皆さんが調べた

ことから推測したことも含めて担当国のスタンスを形成していただいて構いませんが、あまりに担当国の

⽴場から離れ、皆さん個⼈の⽴場のみに⽴脚した主張を形成することのないように意識してください。 

2．制度構築と合意のための努⼒ 

皆さんには 2 ⽇間という限られた時間で、武器移転という広範な問題について議論していただきます。論

点はいずれも国際的な制度を作るものですから、似通った⽴場の国での合意にとどまらず、異なる⽴場の

国とも議論し、議場にいる国の間で合意がとれるように最⼤限努⼒するようにしてください。 

最後に、議題や担当国などあらゆるリサーチにおいて、事実や情報、政策や戦略などの「背景」を理解す

るように努めてください。難解な議題ではありますが、ものごとには必ずそうなっている理由があります。

表層にとらわれず、背景にまで踏み込んで考えることで問題の本質をとらえ、⾼校⽣の皆さんならではの

視座で柔軟に解決への⽷⼝を⾒出すことを、期待しています。	

第 12 回全⽇本⾼校模擬国連全⽇本⼤会 会議監督	

⽯本 達也・藤本 莉早 	

1. 議題概要 
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u 選考員 

2010 年度より、会議監督に集中する負担を緩和するため、優秀⼤使の選考を専任で⾏
う選考員を設置しております。各議場につき 5 名の選考員が選考を⾏います。 
 

u ボランティア・スタッフ 
グローバル・クラスルーム⽇本委員会が実施するプログラムの下、⾼校模擬国連国際
⼤会へ参加した OBOG 及び模擬国連活動に従事する⼤学⽣が当⽇ボランティア・スタ
ッフとして参加し、⼤会全体の円滑な運営をサポートいたします。尚、ボランティア
を含めスタッフによる会議への助⾔等は⼀切⾏いません。 

 
u 学校関係者の評議員の位置づけ 

2009 年度より教育現場の視点から助⾔いただくことを⽬的に、グローバル・クラスル
ーム⽇本委員会の評議員として、模擬国連に取り組まれている公⽴・私⽴⾼校の先⽣
⽅をお迎えいたしました。尚、⼤会の選考に関しまして評議員の学校関係者は⼀切関
与しておりません。 

  

2. 会議概要 
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u 選考対象 
【最優秀賞・優秀賞】 
選考対象とするのは会議時間内のみの⼤使の⾏動とし、最優秀賞は各会議 1 チーム、
優秀賞は各会議 2 チームに授与いたします。 
 
【選考員特別賞（地⽅創⽣枠）】 
2007 年の第 1 回⼤会では 28 チームであった当⼤会への応募数は、量・質ともに年々
拡⼤し、今⼤会では計 215 チームのご応募をいただきました。しかしながら、選抜さ
れるチームが近年⾸都圏および近畿圏の私学に固定化されている傾向がありました。
そこで、豊かな国際感覚と社会性を有し未来の国際社会に指導的⽴場から⼤いに貢献
できる⼈材を育成し輩出するという弊委員会の理念に基づき、渡⽶派遣においても地
域に限らずこのような機会を創出するため、共催団体である公益財団法⼈ユネスコ・
アジア⽂化センター（ACCU）と協議し、今⼤会より 3 年間、選考員特別賞として地
⽅創⽣枠を設けることといたしました。つきましては、過去弊委員会を通じて国際⼤
会に派遣されたことのない都道府県の⾼校のうち選考員が選出した各会議最⼤ 1 チー
ムに対して選考員特別賞として来年度 5 ⽉にニューヨークで開催される⾼校模擬国連
国際⼤会への参加資格を授与し、最優秀賞・優秀賞受賞チームと同様に派遣いたしま
す（航空費・宿泊費全額⽀給）。 
なお、選考員特別賞にあたっては、会議時間内の⼤使の⾏動に加え、事前に提出して
いただく Position and Policy Paper の⼀部項⽬（別途連絡いたします）を選考対象と
いたします。 
 
【Position and Policy Paper 賞】 
事前に提出していただく Position and Policy Paper の⼀部項⽬（別途連絡いたしま
す）を選考対象とします。各会議 1 チームに授与いたします。 

 
  



21 
 

 
 
 
 
Section III 
企画概要 
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u 引率教員の皆様 
会議中、引率教員の皆様は、会場内にて指定された時間に指定された引率者⽤のスペー
スにて会議をご⾒学いただけます。なお会議中は、⽣徒へのアドバイス等を⾏うことは
お控えください。また、⽣徒たちが会議するスペースにも、原則として⽴ち⼊り禁⽌と
させていただきます。本年度は、会場の都合で、⾼校⽣及び教員の皆様の⾒学の受付は
しておりません。後述の⼤会中実施企画は例年通り⾏いますので、⼤会参加者でない⽅
もそちらの⽅にご参加いただけます。 
⼤会参加者でない⽣徒対象の企画は、次ページに記載しておりますので、ご覧ください。 
 

u 企業からお越しの皆様 
⾒学をご希望される企業からお越しの皆様は、公益財団法⼈ユネスコ・アジア⽂化セン
ター岡野・河⼝（accu-exchange_ml@accu.or.jp）に 11 ⽉ 9 ⽇（⾦）までにご連絡く
ださい。その際、⑴企業名、⑵お名前（ふりがな）、⑶⾒学⽇時を明記くださいますよ
う、お願いいたします。 
なお、23 ページの「模擬国連体験企画『MOGIMOGI』」や「OBOG 座談会 Bring it on!」
に 参 加 を ご 希 望 の 際 に は 、 ⾒ 学 申 し 込 み と 併 せ て 岡 野 ・ 河 ⼝ （ accu-
exchange_ml@accu.or.jp）までご連絡ください。その際、上記⑴〜⑶に加えて、「模擬
国連体験企画「MOGIMOGI」「OBOG 座談会」参加希望をご明記くださいますよう、お
願いいたします。 

 
u 保護者の皆様 

保護者の⾒学は会場の都合上、全てご遠慮いただいております。ご了承ください。 
 

u 写真撮影について 
協賛企業からのご⾒学の⽅は、議場に⼊る等ご⾃由に撮影していただいて構いませ
ん。引率教員、その他の⾒学の⽅は、指定された⾒学スペースからのみ撮影ができま
す。また、会議参加者は会議中を除いて撮影することができます。 
なお、SNS 等を通じて写真を公開する際には写っている⽅の許可を必ず取るようにし
てください。 

 

1. ⼤会⾒学について 
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⼤会には参加していないけれど模擬国連に興味があるという⽣徒対象に、少しでも模擬国
連の素晴らしさ、楽しさに触れていただける企画をご⽤意しております。時間・場所など
の詳細は下記の通りです。 
なお、各企画は開催時刻や開催回数が変動する可能性がございます。あらかじめご了承く
ださい。 
 
【企画概要】 
u 模擬国連体験企画「MOGIMOGI」 

⽇程：11 ⽉ 17 ⽇(⼟) 
時間：11：15〜12：15（集合時間 11：00） 
場所：国連⼤学 5F エリザベス・ローズ国際会議場 
内容：過去の全⽇本⾼校模擬国連⼤会で議題となった国際問題を使⽤し、スタッフの
サポートのもと、模擬国連を疑似体験できます。 

 
u OBOG 座談会「Bring it on!」 

⽇程：11 ⽉ 18 ⽇(⽇) 
時間：13：15〜13：45（集合時間 13：05） 
場所：国連⼤学 5F エリザベス・ローズ国際会議場 
内容：全⽇本⾼校模擬国連⼤会や⾼校模擬国連国際⼤会の経験者が模擬国連の魅⼒に
ついて語り、様々な質問にお答えします。 

 
【申し込み⽅法】 
u 学校関係者様 

10 ⽉ 2 ⽇（⽕）に、当委員会ホームページの「第 12 回全⽇本⾼校模擬国連⼤会内企
画について」に公開されますフォームにご記⼊をお願いいたします。締め切りは 10
⽉ 19 ⽇（⾦）となっております。 

u 企業からお越しの皆様 
⾒学お申し込みの際に、模擬国連体験企画や OBOG 座談会への参加ご希望の旨を公益
財団法⼈ユネスコ・アジア⽂化センター岡野・河⼝（accu-
exchange_ml@accu.or.jp）までご連絡ください。その際⑴企業名、⑵お名前（ふりが
な）、⑶参加希望企画をご明記くださいますよう、お願いいたします。 

 

2. ⼤会中実施企画について 
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主催：グローバル・クラスルーム⽇本委員会 
公益財団法⼈ユネスコ・アジア⽂化センター (ACCU) 

共催：国際連合⼤学サステイナビリティ⾼等研究所 
 
お問い合わせ先：gc@jmun.org 

発⾏年⽉⽇：平成 30 年 10 ⽉ 15 ⽇ 


