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National Model United Nations 2018 

 

What NMUN is 

NMUN (National Model United Nations) annually draws participations from more than 

130 UN Member States to address current global issues. This experiential learning 

programs, including the world’s largest university-level Model UN, provide students with 

a forum to hone skills in diplomacy, negotiation, critical thinking, compromise, public 

speaking, writing, and research. 

 

What I learned through the conference 

Okayama university represented the Kingdom of Tonga, which is located between Fiji 

and New Zealand this year. First, we wrote position paper, presenting background, 

principles and solutions a country offers regarding a topic under discussion. It was quite 

hard step for us mainly because Tonga is small and vulnerable country, that is to say: there 

is few information about this country. Although we attempted to contact the Tonga 

Embassy for further information, we could not get their reply due to the recent cyclone 

Gita. Finishing position paper was one of the most difficult process. 

During the conference, we could gain the opportunities to give a speech in front of the 

audience. Even if you prepare the speech in advance, you have to change the contents 

depending on the situation on where the conference is going. This made me feel difficult 

and nervous. My speech was not better than anticipated, however, it was a valuable 

experience to learn how to speech with passion.  

Finally, I really appreciate Professor Fast, my partner Hirotaka, and my family to support 

me and give such a wonderful chance to me. 

 

What I do next 

Professor Fast, who have organized MUN in Okayama University moved to another 

university from this April, and Professor Cowie is supposed to succeed MUN. Although 

I am not a veteran in terms of MUN, I would like to help Professor Cowie and join next 

conference JUEMUN. I would like to make the most of what I have learned through MUN. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

National Model United Nations  

at New York 2018 

大会参加レポート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
所属：医学部医学科 

年次：1 年生（大会参加時） 

氏名：梶川 浩宇          



 
 
 
 模擬国連を通して、私は世界の複雑さを思い知った。しかし同時に、ある共通の目標

があり、多くの国が共同してその目標達成のために動けばどんな困難な問題にでも立ち

向かえるのだということを感じた。 
模擬国連は大きく３つのパートに分かれる。１つめは、与えられた議題に対して担当

国の立場を明確にし、論点の整理をする position paper。２つめは会議場で行う演説と

交渉。３つめはそれらを踏まえた上での決議案の作成だ。私はトンガ王国の代表として

化学兵器の禁止条約に関する会議に参加したが、最初は全く自分たちと違う他国の

position paper を読んで、到底決議に持っていける気がしなかった。しかもトンガは南

太平洋に浮かぶ小さな島国で強い影響力を持たない。しかし、演説と交渉を繰り返して

いくうちに自然とトンガの意見に賛同するものが現れ、小さな島国の連盟のようなもの

の結成に持っていくことができた。 
私は当初、各国は自国の利益のためだけに交渉しているような印象を持っていた。し

かし、実際は全ての国が化学兵器の根絶と被害者への支援に賛成していて、ただそれを

達成するための方法が違うだけだということを感じるようになった。国際政治は色々な

国の立場が入り乱れる複雑な土壌でありながら、人類のために同じ方向を向くこともで

きるのだと実感した。 
 

また私は、世界の問題に向き合う問題解決能力とチームワークを非常に高めることが

できた。会議の中心議題は「化学兵器の完全根絶」であったが、これを解決する様々な

アイデアが採択された。例えば、ブロックチェーンを使って化学兵器となり得る化学物

質の監視を行うことや、国連が化学物質の輸送業者に対してライセンスを付与する案が

出た。トンガは、他の小さい島国とグループをつくって、世界各地域にモニタリングセ

ンターを作る採択書をつくった。それぞれ目的が違う各国の政治を汲み取りながら、問

題の解決・対策を考えるのはコミュニケーションと交渉、時に奇抜なアイデアが要求さ

れた。さらに、言語が英語であったというのと違う文化を持つ人と話し合わなければい

けないので、共通理解を逐一確認しながら作業を進めなければいけなかった。 
これらの経験を通して、私は国際的な場で求められる人材に必要なスキルを学んだ。

困難な議題に対してどのように論理を展開し、自国が望む解決を提案できるかという問

題解決能力や、複雑に錯綜する情報をつかみ取り、より有利に動くためのコミュニケー

ション能力、文化や考え方の違う人間と分かり合うための認識・理解力を身につけるこ

とができた。 
 
模擬国連は私の価値観を高める素晴らしい経験だった。今後も岡山大学がこのプログ

ラムを続けることを切に願う。 
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所属：工学部電気通信系学科 

年次：1年生（大会参加時） 

氏名：宮本 大輝             



 

大会のスケジュール 

日付 時間 名称 内容 

3/18 19:00~21:30 コミッティーセッション 各国オープニングスピーチ 

アジェンダ決定 

3/19 11:30~12:30 オープニングセレモニー 国連のジェネラルアセンブリーホール

にて開会式 

14:30~18:00 コミッティーセッション 各国スピーチ 

ワーキンググループ作成 

ワーキングペーパー作成 

20:00~23:00 コミッティーセッション 各国スピーチ 

ワーキングペーパー作成 

3/20 8:30~12:00 コミッティーセッション 各国スピーチ 

ワーキングペーパー作成 

13:30~16:00 コミッティーセッション 各国スピーチ 

ワーキングペーパー作成 

16:00~17:00 ディリゲートセミナー UN で活動されている方々の講演 

19:00~22:00 コミッティーセッション 各国スピーチ 

ワーキングペーパー作成・修正 

3/21 9:00~12:30 コミッティーセッション 各国スピーチ 

ワーキンググループ合併 

14:00~17:00 コミッティーセッション 各国スピーチ 

修正案の作成 

Draft Resolution の投票 

3/22 15:30~16:30 クロージングセレモニー 閉会式 

表彰式 

 

大会の様子 

 私たちはトンガのディリゲートとして参加しました。大会はニューヨークの Sheraton 

New York Times Square Hotel で主に行われました。大会にはアメリカのみならず、イタリ

ア、フランス、中国、ブラジル、カナダその他世界各国から学生が参加しておりネイティブ・

ノンネイティブが入り混じっていました。参加者の多くは将来国連関係機関で働くことを

熱望しており国際問題に対する意識が高く、国連に関するハイレベルな知識を持ち合わせ

た人が多数見受けられました。 

 大会中は各国のディリゲートが自国の意見を表明するためにスピーチをすることができ

るのですがおそらくスピーチをしていない国はほぼありませんでした。また、モーションと



言ってスピーチの流れを切り他の作業に移るための掛け声があるのですが、それをオーダ

ーするポイントでもほとんどの国がネームカードを挙げてモーションの内容を提案してい

ました。私たちトンガもチェアーに指名されモーションを提案することができました。 

 大会は連日朝早くから夜遅くまで行われたのですが、期間中参加者のディスカッション

が止まることはなくずっと話し合いとワーキングペーパーの作成に取り組んでいました。

ワーキングペーパーの作成においては１国の利益だけを追求するわけにはいかないので各

国それぞれが恩恵を受けることのできる決議案の作成に向けて熱い議論が交わされていま

した。 

 大会３日目のディリゲートセミナーでは、ジャーナリストとして働く方々からメディア

の意義や数あるニュースの中からフェイクニュースに騙されないためにはどうすればよい

か、各メディアのニュースをどのように受け取るかという情報化社会における私たちとメ

ディアとの付き合い方について学ぶことができました。 

 大会公式のイベントではないのですが、引率教員の Tom 先生の計らいで国連の報道を担

当する共同通信社の Seana K. Magee さんに一般人は入ることのできない国連内部を見学さ

せてもらいました。実際に会議をしている様子も見学させてもらい、国連の共通言語に同時

翻訳されていることなどを知りました。 

 

感想 

 私はこの模擬国連を通して視野が広がりました。私はグローバル人材育成特別コースに

所属しており、これまでも英語の勉強に人一倍努め、異文化理解や日本文化理解の授業 

を通して世界に対する意識を持っているつもりでした。しかし、いざ模擬国連の参加が決ま

り、ポジションペーパーの執筆のためにリサーチを始めたところ世界で起こっている問題

についてテレビで見たような表面的な知識しかもっておらず、その真相については全くの

無知でした。また、ある問題に対して日本の視点からしかとらえることができていないこと

にも気づきました。例えば、この度“The Role of Urbanization in Sustainable Development”

というトピックについてよく調べたのですが、都市化は先進国だけの問題ではなく、発展途

上国でさえも都市部への人口集中が進んでおり、それがよってスラム化、雇用の喪失などの

問題を引き起こしているということを学びました。また、Urbanization という共通の問題

でも国によって状況はかなり異なり日本以外の立場に立って問題を多面的に捉えることの

重要性を認識しました。 

 また、この模擬国連を通して英語力の不足を痛感しました。大学の授業ではネイティブの

ように流暢に話すのは無理だとしても人より英語の勉強をしている自信はあるので比較的

円滑に他の学生や担当教員とコミュニケーションをとることができていました。しかし、い

ざ模擬国連のセッションが始まるとヒートアップするディスカッションの場で意見を言う

ことはおろか、ディスカッションについていくこと自体が困難でした。時々意見を求められ

た時にはかろうじて返答しましたが、それ以外では正直に言ってあまり貢献はできません



でした。この悔しさは今後さらに英語を勉強するモチベーションになりました。私は将来、

日常会話だけでなく英語を使ってやり取りするエンジニアになりたいと思っているので更

なる英語力、特にリスニングやスピーキング能力の向上に努めていきます。 

 最後に、この National Model United Nations は英語を勉強する大学生にとって非常に

刺激的なイベントであることは間違いありません。グローバル人材育成特別コースの学生

に対してこの存在をもっと周知し、来年は今年より多くの岡大生が参加することを強く望

みます。 
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所属：DISCOVERY Program for Global Learners 

年次：1 年生（大会参加時） 

氏名：Yen-chun Yeh             



  模擬国連会議全米大会 

2018 March 18th-22nd 
      模擬国連会議全米大会は、全米学生会議協会という非営利民間団体によって

主催される模擬国連会議の大会です。ニューヨークで行われる全米大会とワシン

トンで行われる全米大会があり、ニューヨークの全米大会は、ニューヨークのホ

テルとニューヨーク国連本部の国連総会会議場を使用して開催されます。全米大

会は、世界的にも最大規模を誇り、例年アメリカをはじめ、カナダ、ドイツ、フ

ランス、中国など世界中にある 300 以上の大学から約 5000 人の学生がニューヨ

ークの地に集います。それぞれの学生は、国連加盟国や非政府組織の代表とし

て、複数開催される国連機関や国際機関の模擬会議に参加し、議論を行います。

会議に加えて、国連機関や国際機関の専門家による講演会もプログラムの一環と

して行われることも魅力の一つです。 
       全米大会で行われる会議の設定は毎年異なり、それぞれの議題も必ずしも現

実世界で設定されているものに限りません。その時に注目されている国際問題が

積極的に取り上げられ、シミュレートしていくことが試みられています。会議最

終日には国連本部の総会会議場で、前日までに各会議・委員会で採択された決議

及びレポートが再び審議・投票されます。同じ会議場で催される閉会式をもっ

て、5 日間に渡る大会は閉幕します。大規模な大会を支えているのは層の厚い事

務局スタッフです。スタッフには全米大会に幾度も参加した方が多く、模擬国連

や国際問題に関する知

識・経験が豊富です。こ

のような充実した運営ス

タッフのサポートを受

け、大会は高い質を誇り

ます。 
  
 
 
 
 
 
 

Link: https://nmun-jpn.jimdo.com/全

米団派遣事業とは/全米大会とは/ 

 



NMUN NY  
This year, Okayama University was assigned as the delegates from the Kingdom of Tonga, 
which is a small island country located in South Pacific Ocean. My partner, Taiki Miyamoto, and 
I were on the General Assembly Second Committee, discussing a serious of global issues. The 
General Assembly (GA) is the main deliberative body and one of the principal organs of the 
United Nations. As the Economic and Financial Committee of the GA, the Second Committee 
addresses topics of development and economic policy, including international trade, sustainable 
development, globalization, and the eradication of poverty, among others. According to the 
agenda, three related topics would be discussed, including “Implementing the Paris Declaration 
on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action”, “The Role of Urbanization in 
Sustainable Development” and “Sustainable Tourism for Poverty Eradication”. Through writing 
the position paper in advance, we have to do a great deal of research based on Tonga’s 
background, committee background, and other participants positions. During the conference, 
what the participants did mainly was to convey your country’s issues as well as the resolutions to 
other delegates, in order to compose a formal working paper. One of the most precious things I 
have learned from this event is to describe your own opinion boldly, simulating yourself as a 
politician and giving a persuasive speech. “Tonga would like to be added to the speaker list”, it 
had been our goal during the whole conference, we were trying to stand on the stage, calling 
upon other countries to give an aid to Tonga, this small developing country. In addition, as a 
listener, we had to compensate other delegates’ perspectives, judging that who might be Tonga’s 

possible collaborators.  



NMUN NY  
After reading the position paper beforehand, we made a list of our potential cooperators in order 
to persuade the delegates to work together, drafting the working paper. Tonga, as a developing 
country, we have to search for the support from other powerful countries so as to receive an aid. 
“The Role of Urbanization in Sustainable Development” became the most appropriate topics 
Tonga would like to discuss and debate. Taiki and I had tried to explain our situation and invite 
other delegates to promote the second topic on the first night of the conference. However, we 
successfully started drafting the working paper regarding of sustainable local businesses and 
infrastructure. As a sponsor of this working paper, the worthiest things was that we can express 
Tonga’s position adequately, simultaneously, appeal to the potential supporters.  

 

Although it was the third time that I participated in international conferences, however, NMUN 
NY was the best and the most successful events ever. It was absolutely different from the one in 
Japanese English Model United Nations, most of the participants are native English Speakers. 
Therefore, to myself, a non-native speaker, it was surely an extreme challenge. However, NMUN 
NY offered me an opportunity to stand on the global stage, expressing my own opinion. The first 
time I knew about Model United Nations is when I was in Taiwanese high school, I had enrolled 
in the national conference once. After coming to Okayama University, through professor’s 
advice, I took the MUN class in term three. Taking part in the Model United Nations at Tsukuba 
University, I decided to participate in the NMUN NY. This year, NMUN is scheduled to be held 
in Xian, China; NMUN 2019 in Germany; NMUN 2020 in Kobe Japan. I am looking forward to 

enrolling in the upcoming conferences so as to bring Okayama University to the global stage.  



Photos 
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