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はじめに

この度、第 13 回全日本高校模擬国連大会の報告書を皆様にお届けできる運びとなりました。2019
年 11 月 16 日・17 日に開催した本大会は、多くの皆様に支えられ、盛会のうちに幕を閉じることが
できました。グローバル・クラスルーム日本委員会を代表して、参加者並びにご支援・ご協力を賜
りました皆様に厚く御礼申し上げます。

グローバル・クラスルーム日本委員会は、「豊かな国際感覚と社会性を有し、未来の国際社会に
指導的立場から貢献できる人材の育成と輩出」を目指し、日本における全国規模の高校模擬国連の
大会を開催しています。今年で 13 回目を迎える本大会への応募チーム数は過去最多となり、高校模
擬国連活動への社会的な関心の高まりを感じております。グローバル・クラスルーム日本委員会は、
今後も模擬国連活動のさらなる普及と発展によってより多くの高校生に価値のある経験を提供し続
ける所存です。

２日間の大会期間中、参加者は「死刑モラトリアム」という難しい議題にも果敢に取り組み、見事
に「大使」を演じておりました。会議や基調講演を通して、また大会中のさまざまな人との交流を
通じて、参加者にとってこの大会が忘れられないものとなったならば、大会を企画運営してきたも
のの一人としてこれ以上の喜びはありません。また、あくまでも「模擬」の国連ではあるとはいえ、
実際の現場で行われている交渉を行ったことで得られるものは多かったのではないでしょうか。私
は、模擬国連には様々な側面がある中で、一国の政府の立場から国際問題に関して深く考えるとい
う経験によって「視野の広がり」を実感できることが大きな魅力の一つだと考えております。もし
本大会を通して、新たな気づきや知識、考え方を得られたならば、それが皆様の視野を広げ、今後
の様々な活動で活きていくことと思います。皆様がこの 2 日間の経験を通して、社会に変革をもた
らし、将来より一層活躍の場を広げ国際的な舞台で活躍されることをグローバル・クラスルーム日
本委員会一同、大変楽しみにしております。

本報告書が、日本における模擬国連活動のさらなる普及と発展の一助になることを願っておりま
す。今後ともグローバル・クラスルーム日本委員会の活動にご協力いただければ幸いです。

最後に改めまして、本大会に温かいご支援・ご協力をくださいました全ての皆様に、心より御礼
申し上げます。

グローバル・クラスルーム日本委員会

理事長 田邉雄斗
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グローバル・クラスルーム日本委員会

グローバル・クラスルーム日本委員会は、高校模擬国連活動の普及と発展を目指し、全日本大会
の開催及び国際大会への派遣支援活動を行う団体です。私たちは、『国際連合及び国際関係に関す
る研究と国際問題の正確な理解又その解決策の探求を促進するとともに、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。』という理念に
基づいてこれらの活動を行なっています。

2007 年、グローバル・クラスルーム日本委員会が日本で初めて高校模擬国連国際大会への日本代
表団の派遣支援を行ったことから、日本の高校模擬国連活動が本格的にスタートし、2012 年からは、
公益財団法人ユネスコ・アジア文化センターと事業を共催しております。

毎年、全日本高校模擬国連大会を開催し、優秀な成果を残した生徒の高校模擬国連国際大会への
派遣支援を続けています。
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大会概要

【大会名称】

第 13 回全日本高校模擬国連大会

(英語名：The 13th All Japan High School Model United Nations Conference)

【開催期間】

2019 年 11 月 16 日(土)、17 日(日)

【募集期間】

2019 年 9 月 1 日(日)～9 月 6 日(金)

【応募数】

164 校 253 チーム

【設定会議】

議  場：United Nations General Assembly 75th Session 

Social, Humanitarian and Cultural Committee (3rd Committee)

議  題：Moratorium on the Use of the Death Penalty

使用言語：（公式 / 非公式 / 文書）英 / 日 / 英

【会場】

東京ビッグサイトタイム 24 ビル（13 階 研修室 131、研修室 134）

〒135-0064 東京都江東区青海 2 丁目 4 番 32 号

【会議参加数】

72 校 86 チーム

【参加費】

1 チーム１万円

【優秀者特典】

2020 年 5 月に米国ニューヨークで開催される高校模擬国連国際大会への日本代表団としての参加
資格（航空費・宿泊費全額支給）
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大会日程
今年度も 2 つの議場（会議 A、会議 B）での開催となりました。

《会議 A 参加者用スケジュール》
11 月 16 日(土) 11 月 17 日(日)

10:00
開会式

(13F 研修室 134)
9:50

2nd Session
(13F 研修室 134)

11:40
会議細則の説明

(13F 研修室 134)
11:50 昼食
12:55

1st Session
(13F 研修室 134)

12:55 昼食
13:55 3rd Session

(13F 研修室 134)

16:15 Review

16:45
閉会式

(13F 研修室 134)

17:45 解散
17:30 解散

《会議 B 参加者用スケジュール》
11 月 16 日 (土) 11 月 17 日(日)

10:00
開会式

(13F 研修室 134)
10:05

2nd Session
(13F 研修室 131)

11:30 昼食

12:35
集合・会議細則の説明

(13F 研修室 131)
12:45

1st Session
(13F 研修室 131)

13:10 昼食
14:10 3rd Session

(13F 研修室 131)

16:05 Review

16:45
閉会式

(13F 研修室 134)

18:00 解散
17:30 解散



-10-

グローバル・クラスルーム日本委員会 2019 年度選考統括 倉石東那

研究主任 鴛海 晶

今年度も全日本高校模擬国連大会に大変多くの参加申し込みをいただきました。心より御礼申し
上げます。本年度の採点対象チームは過去最高の 253 チームでした。本年度も昨年度と同様に、10 
人の選考員のもとで分担し、選考課題に対する採点を行いました。以下、課題全体に関する出題の
意図を説明したのち、選考課題の問題別に講評を述べたいと思います。

【出題の意図】

本年度の書類選考課題では「貧困と幸福」というテーマを一貫して設定しました。目に見えてわ
かる「絶対的貧困」と比べ、先進国である日本において、「相対的貧困」は他者から認識されづら
く、さらに世代を超えた貧困の連鎖を招くなどの点において一つの社会 問題として取り扱われてい
ます。相対的貧困や社会的排除の概念や本質に関する重要な示唆を与える阿部彩氏の論文『日本に
おける社会的排除の実態とその要因』、そして貧困や 幸福に関わる様々な指標を用いて各国の現状
を鮮明にうつし出す国連児童基金(UNICEF) 『イノチェンティーレポート』を用いて選考課題を設
定しました。

本年度の選考課題では、日本の子どもの貧困や幸福に関する概念の広がりを意識し、より深い視
点から子どもの貧困ないし幸福について考えていただきました。それぞれ、相対的貧困とその影響
としての社会的排除の概念(問 1)、貧困を測る指標(問 2)、幸福に関する日本の現状とその原因(問
3)、「幸福」についての自らの価値観(問 4)、といった観点から貧困や幸福について考える、という
問題構成です。この選考課題をきっかけに、模擬国連や全日本高校模擬国連大会の場を超えて、
「相対的貧困」や「子どもの幸福」に関する現状が日本においても深刻であるということを知りさ
らに「幸福」とは何かという哲学的問いに対し自分なりの考えを持つことにより、社会に対しての
複眼的思考や自らの視点をより豊かにしていくことを願っております。

設問別講評

問 1

課題論文1を読み、相対的貧困とは何か、絶対的貧困と対比させてまとめた上で、相対的貧困が子
どもに与える社会的影響について筆者の考えをまとめなさい。(200 字以内) 

                                                  
1 阿部 彩 (2007)「日本における社会的排除の実態とその要因」『季刊社会保障研究』 43 巻、 1 号

選考課題講評
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評価に当たっては以下の点を重視しました
 問題で問うていることに対してもれなく的確に答えているか
 文章全体における論の展開が明確でわかりやすいか
 「相対的貧困」の「絶対的貧困」との概念的な違いや「相対的貧困」の影響について理解できて

いるか
問 1 は課題論文を要約する問題です。採点にあたって、1 相対的貧困と絶対的貧困の対比 2 相対的

貧困が子供にどのように影響を与えるのかの二点が評価を分けました。

多くの答案が、相対的貧困と絶対的貧困の概念的な違いを明確に見分け、相対的貧困が子供に与
える影響(子ども社会からの排除/親を介した排除)を簡潔に説明しているように見受けられました。
時折、相対的貧困と絶対的貧困の「対比」ではなく各概念の説明にとどまっている解答や、「相対
的貧困」を「相対的貧困率」の指標と混同している解答が見受けられました。また、「～すべきで
ある。」というように、問題文で」問われていないにも拘らず、著者もしくは解答者の相対的貧困
への対処方法に関する見解にも言及している解答が複数見受けられました。

問 2

国際連合児童基金(UNICEF)は子どもの貧困撲滅に向けて取り組んでいる国際機関の 1 つである。
その UNICEF が先進国における子どもの貧困を測定する経済的指標として使用しているものを 2
つあげてその内容と意義を説明しなさい。さらに、それらをもとに日本の現状を簡潔にまとめな
さい。
ただし、UNICEF によるモニタリングの期間内で内容に変化があったものに関しては 2014 年 1 月
時点で最新のものを使うこと。加えて、課題論文、およびその他報告書や論 文を引用する際には
出典を明記し、最後に引用した文献のリストも添えること。なお文献のリストは字数に含まれな
い。(500 字以内) 

評価に当たっては、以下の点を重視しました。
 UNICEF によるレポートから貧困の概念や関係する指標を理解した上で、問題文中にある「子

どもの貧困を測定する経済的指標」を的確に抽出できているか。
 経済的指標の簡潔な説明の後、その指標の意義、そして最後に現状に関して全体的な 視点と各

指標の視点から述べるというような、解答に必要な要素をもれなく無駄なく押さえた上で、文章
全体を論理的にまとめられているか

 信ぴょう性のある情報リソースを引用できているか

先進国における貧困の概念を測る指標は幾多とあります。しかしこの問題では、相対的貧困概念
全体を俯瞰しつつ、「2 つ」という問題文での制限の下、その概念を測る最重要 な指標を抽出し、そ
の意義と現状を述べる必要があります。そうした、「適切な指標」「指標の意義」「指標に基づいた日
本の現状」の 3 点を字数制限の中でまとめる際に一定の差がついたと考えられます。「相対的貧困率」
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と「物質的剥奪2」、もしくは「相対的貧困率」と「貧困ギャップ」の内容と意義について適切に述
べられていた解答は多く見られました。一方で、現状に関して、各指標における日本の現状だけで
なく、国際社会の傾向を念頭においた日本の現状について分析をしている答案は限られていました。
さらに、時折、「等価可処分所得」を「可処分所得」と勘違いしているような解答がわずかに見受け
られました。

問 3

貧困を撲滅することと同時に「幸福度」(Well-being)を高めるアプローチの重要性も 国際社会にお
いて確認されてきた。子どもの幸福度に関して、2013 年に UNICEF は、 先進国の子どもの幸福度
を 5 つの分野において評価した。その 5 つの基準とは、物質的 豊かさ、健康と安全、教育、日常
生活上のリスク、住居と環境である。日本の総合順位 は 31 カ国中 6 位であり、さらにその上位
は、オランダ、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデンにより占められてい
る。こうした「幸福度」に関する国 際的な傾向を踏まえて、日本の「子どもの幸福度」の 2013 年
時点の現状を詳細に分析し、さらにその原因を考察しなさい。ただし、先述の 5 つの分野各々に基
づき、さらにオランダの子どもの幸福度と比較した上で、述べること。問 2 と同様に、課題論文、
およびその他報告書や論文を引用する際には出典を明記し、最後に引用した文献のリストも添え
ること。なおその引用や文献のリストは字数に含まれない。(1200 字以内)

評価に当たっては、以下の点を重視しました。
 “Well-being”という概念を理解できているか
 「現状」と「原因」を区別した上で、自分なりの視点で「日本の子どもの幸福度」について意見

をまとめられているか
 解答に必要な要素を押さえた上で、文章全体を論理的にまとめられているか
 信ぴょう性のある情報リソースを引用できているか

この問題では、全般的な現状から顕著な傾向を抽出し、その原因をわかりやすく論理立てて考察
する力を見ています。模擬国連に限らず、意見を他者に伝える際にはわかりやすく説明することが
不可欠なように、問 3 では、幸福度に関する日本の複雑な現状とその原因を丁寧、正確に、かつ論
理的に説明する必要があります。

そのように、限られた字数の中で、現状、原因、結論を網羅的にかつ論理的に記述できているか
が出来を左右したと考えられます。まず現状に関して、丁寧に各分野についての 現状を述べている
解答が多く見られました。しかし、文字数が限られていることを考慮し、 特記すべき点(幸福度の全
体順位は高レベルにあるが、「物質的豊かさ」の分野などは低いレベルに位置している)を記述して
いる解答は限られていました。また、原因も述べるべきはうが、調べ学習のように事実だけを羅列
                                                  
2 「子どもの剥奪率」も正答。
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し結論に至っていない解答も見受けられました。原因に関して、「物質的豊かさ」に着目できてい
た解答は複数ありました。しかしながら、「物質的豊かさ」が起こる原因だけでなく、「物資的豊
かさ」と「幸福度」の相関関係もしくは因果関係について踏み込んでいる解答はごく僅かでした。

問 4（英語課題）

21 世紀に入り、技術が日進月歩で進化していることは明らかであろう。テレビや携帯、パソコ
ン、GPS など、その技術進化の恩恵を私たちは受けている。昨今ではその技術進化に拍車がかか
り、人工知能(Artificial Intelligence)が日常生活の用品に取り入れられるだけでなく、政治や経
済、文化などの文脈でもしばしば話題になってきている。では、そうした技術の進化は、社会の
中で生活するあなたに「幸福」をもたらすだろう か。あなたにとっての「幸福」に求められるも
のと、そのように求められるものを定めた背景を提示した上で、あなたの考えを述べなさい。な
お、幸福の訳語は、この問いにおいて提示しない。（300 words 以内）

評価に当たっては、以下の点を重視しました。
 幸福と昨今議論がヒートアップしている技術の関係について自分の経験やバックグラウンド合わ

せて述べられているか
 大会の参加を見据えて相応の英語力、とりわけ英語の基本的な文章の書き方を備えているか

自分にとっての「幸福の定義」を定めた上で、「技術は幸福を増進させるのか」という 哲学的と
も言える問いに対して自らの見解を英語で解答する問題です。具体的なデータを用いたり、もしく
は各自の経験やバックグラウンドなどを用いたりする答案があり、高校生らしさと同時に説得力の
あるものが多かったです。全体的に、技術への批判が多く、AI によって仕事が奪われるなどのマイ
ナス面に目を向けていた解答が多く見受けられました。

そうした独自の経験から「技術は幸福を増進させるのか」ということに対して結論を導いている
解答は多く見受けられました。しかしながら、幸福の定義の理由が書かれていたり、自分の定義し
た幸福の概念が「なぜ技術により促進されるのか/促進されないのか」という問いに対して深く考察
したりする解答は限られていました。そうした考察を行っていたものに対しては高評価を与えまし
た。加えて、英語のエッセイライティングの基本的な 構成(定義→定義理由→定義した幸福は技術に
より増進されうるのかという問いへの主張 →解答理由→具体例→再主張)に沿って解答できているも
のが少なかったようにも見受けられました。

以上をもって、選考課題に関する講評とさせていただきます。なお、選考に関する個別の問い合
わせは一切お答えできませんので、ご了承ください。
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会議報告

第 13 回全日本高校模擬国連大会 会議監督 鴛海 晶

林 瀅瀅

【議題設定】

皆さんは死刑に対してどのような考えを持っているでしょうか。言わずもがな日本は死刑存置国
であり、昨年度も 13 人の死刑が執行されています。一方で世界の国々に目を向けると死刑存置国お
よび死刑執行数はここ数十年を通して次第に減少しており、地域機構や国連においては長年、死刑
廃止、死刑囚の人権、死刑モラトリアム等、様々な観点から死刑に関する議論がなされています。
その中には普段聞くことのないような視点からの議論もあることでしょう。

ところで、皆さんは普段の生活で権利について掘り下げて考えることは少ないでしょう。 それを
格別意識しなければならないような状況に出くわすことがあるか、それを意識しなければならない
状況を認識するかどうかも人それぞれだと思います。

一方、人の生死という重大な結果が伴う死刑の議論においては、普段は眼前に立ち現れない権利
というものをどう観念するかが比較的わかりやすい形で問題となります。各国・各人 の権利に対す
る考え方は様々です。それが寄って立つバックグラウンドも様々です。準備段階で担当国の立場を
形成し会議において他の国との交渉を行う経験を通して、抽象的な権 利というものをどう観念する
か考えてもらえればと思います。このトピックなら当然これが正しい、この国なら当然こう考える
という思い込みではなく議論内容や各国の意見をその基礎となるものからできる限り理解してほし
いと思っています。大変難しい議題ではありますが、国の代表という立場をもってどのような理由
でどのような判断を下せるのか、どのような解決策を見出せるのか、最後まで考え抜く皆さんの姿
勢を期待します。

また、その過程で議題や各国の立場に対して自分はどのような理由からどう考えるのかという自
らの意見を形作っていただけると幸いです。

【会議経過】

本会議では死刑モラトリアム（死刑の執行停止）を議題として 2 日間話し合いを行いました。論
点 1 として「人権と死刑」、論点 2 として「死刑モラトリアムと死刑の制限」を設定し、論点 1 に
おける結論を念頭に論点 2 を議論するという構成になっていました。それぞれの論点についての作
業文書(Working Paper: WP)によって議論をまとめ、最終的な成果文書としては決議(Resolution)の
作成を目指しました。

会議の開催に先立ち、会議全体を見据えて論点 1 の意見共有を行い、論点 1 の方針および進め方
を議場全体で検討する旨の議長提案がなされました。
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＜会議 A＞
会議 A では、まず議長提案である論点 1 に関する着席討議（Moderated Caucus: MC）が採択され

ました。ここでは論点 1 に関する意見共有を通して、会議の結論を見据えた論点 1 を話し合う上で
の方針が確認されました。その後、非着席討議（Unmoderated Caucus: UC）に移行してからは大ま
かに EU 加盟国を中心とした死刑廃止国、存置国、立場の入り混じったグループの 3 つのグループ
に分かれ、作業文書（Working Paper: WP）の作成を行いました。結果として、1 日目終了時には論
点 1 と論点 2 に対してそれぞれ 2 本の WP が提出されました。論点 1 の WP は廃止国、存置国を中
心とした 2 つのグループからそれぞれ 1 本、論点 2 の WP は廃止国中心のグループおよび立場の入
り混じったグループから計 2 本提出されました。

2 日目には主として UC が取られ、結果として死刑存置国を中心とした決議案 1 と廃止国およびモ
ラトリアムを導入している国の一部を中心とした決議案 2 の合計 2 本の決議案(Draft Resolution: 
DR)が提出され、廃止国側の 1 本のみが際どい票数で可決されました。

会議中、異なる意見を持つ国との合意を図る動きも見られましたが、最終的な合意形成には至ら
ず、今議題の難しさが議場に反映される形となりました。

＜会議 B＞
1 日目の会議 B では、まず議長提案の MC が会議冒頭で採択され、各国の主張や今後の進め方に

ついて意見の共有が行われました。今回の会議の方向性に関して、論点を整理しながら建設的な議
論に持ち込もうとする姿勢が一部の参加者から見られましたが、時間の都合上ひとつの結論に至る
ことなくその後の UC に入りました。UC では、各論点に関する WP の提出時間が設けられていた
ため、各自期限までにグループ内の意見をまとめるべく、活発に交渉を行っていました。この時点
では、議場全体に小さなグループが多数存在しており、スタンスの細かな違いを反映したグループ
が形成されていました。結果として、1 日目は合計 4 本の WP が提出されました。

2 日目の会議冒頭でも、参加者の提案により MC が取られ、前日に WP を出せなかった国を中心
に現状の文言スタンスの共有を行いました。また、一部の国から「国益を意識した行動」を求める
発言が相次いだことも印象的でした。UC では、死刑廃止国による複数のグループが融合し、1 本の
決議案を作成したとともに、存置国と一部の廃止国を中心とするグループも決議案の作成を進めて
いました。最終的に存置・廃止国の決議案は議場に提出されず、廃止国が提出した決議案のみが採
択にかけられ、僅差で否決となったため決議は採択されませんでした。

【決議要旨】

＜会議 A＞
会議 A では 2 本の決議案が投票にかけられ、片方が採択されました。

決議案 1 は死刑存置国を中心として作成されたもので、各国の主権を重視し、死刑を明文で認め
た上で死刑モラトリアムについては各国が判断すべきものとしています。スポンサー国でさえ、全
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てが本当にこの決議案に賛成票を投じて良いものなのか疑問が残るようなラディカルな表現もあり、
結果的にこの決議案は死刑廃止国側の反対により否決されています。

決議案 2 は廃止国および現状死刑モラトリアムを行なっている国の一部を中心として作成された
ものです。死刑の廃止に向けたモラトリアムおよび死刑の漸進的制限を主な内容としつつ、死刑モ
ラトリアム導入に向けた取り組みを提言している点で過去の決議と異なる独創性を見せています。
中には、文字通り読むと大変ラディカルな文言も多かったのですが、この決議は 2/3 以上の賛成に
より可決されています。

＜会議 B＞
会議 B で作成された 2 つの決議案は、これまでの議論の経緯と過去の決議を尊重した死刑廃止国

による決議案 1 と、死刑存置国も賛成しやすいような今会議独自の文言を作成した存置・廃止国の
決議案 2 であり、これらは様々な意味で対照的なものでした。

内容に関しては、決議案 1 は基本的に過去の決議を踏襲しながらも、新たな死刑の制限や国際機
関の監査について一部盛り込んでいるのに対し、決議案 2 は主権尊重の文脈のもと、制限されるべ
き「恣意的な死刑」の定義をしたり、義務教育において死刑を扱うという政策を立てたりするなど、
新たな提言を多く行っていました。決議案 1 を深い議題理解と文言理解に基づいた、賛成国による
漸進的な一歩だとするなら、決議案 2 は柔軟な発想のもと模擬国連ならではの議論の展開を試みた、
存置・廃止国による独創的な決議だと言えるでしょう。

結果として提出された決議案 1 が僅差で採択されなかったことを鑑みると、議場のグループ間を
跨いだ分断は深く、両決議案の理念の共有及びすり合わせの議論が十分行われなかったと考えられ
ます。

【投票結果】

会議 A 会議 B ともに、提出された決議案は Roll Call（1 国ずつ賛成・反対・棄権のいずれかを表
明する、点呼投票）によって行われました。投票結果の詳細については以下の表の通りとなってお
ります。表中のアルファベットは Y：賛成、N：反対、A：棄権を表します。
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＜会議 A＞

＜会議 B＞
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会場となったタイム 24 ビル（東京都江東区）

配布された内容をもとに話し合う大使たち

決議は、理想科学工業株式会社よりご提供頂いた高速カラープリンター『オルフィス』によってプ
リントアウトされ、参加大使に手渡されております。

高速カラープリンター「オルフィス」
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【成果文書】

今会議では会議 A で 1 本の決議が採択されました。以下に掲載いたします。なお掲載にあたり書
式を一部変更している箇所があります。
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ベストポジションペーパー賞受賞者最優秀賞・優秀賞・地域特別賞受賞者

【受賞校一覧】

最優秀賞

会議 A： Australia 大使 桐蔭学園中等教育学校 A チーム（神奈川）

会議 B： Mexico 大使 駒場東邦高等学校 B チーム（東京）

優秀賞

会議 A： Chile 大使 海城中学高等学校 A チーム（東京）
     Kenya 大使 大妻高等学校（東京）

会議 B： Botswana 大使 渋谷教育学園渋谷高等学校（東京）
              Ireland 大使 灘高等学校（兵庫）

地域特別賞

会議 A： United States of America 大使 札幌日本大学高等学校（北海道）

会議 B： Belgium 大使 愛光高等学校 A チーム（愛媛）

ベストポジションペーパー賞

会議 A： Argentina 大使 鹿児島県立甲南高等学校（鹿児島）

会議 B： Canada 大使 長野県立上田高等学校（長野）
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【地域特別賞について】

2007 年の第 1 回大会では 28 チームであった全日本高校模擬国連大会への応募数は、量・質とも
に年々拡大し、今大会の選考対象チーム数は 253 チームになりました。同時に、高校模擬国連活動
の本格的な浸透は首都圏をはじめとする一部地域に限定されている現状を認識しております。

そこで、「国際理解のための学習方法として模擬国連活動を広く普及及び発展させる」という理
念のもと、派遣支援事業においても多様な地域から機会を創出し今後模擬国連活動が全国的に根付
くことを目指して、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、第 12 回大会（2018 年）より 3 年間にわたり「地域特別賞」を設けることといたしました。

つきましては、過去に弊団体を通して国際大会に派遣された高校のない都道府県に所在する高校
のうち選考員が選出した各会議最大 1 チーム（計最大２チーム）に対し特別賞として翌年度 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
ームと共に派遣いたします（航空費・宿泊費全額支給）。

第 13 回大会（2019 年）における「地域特別賞」選考対象都道府県は次の通りです。

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 静岡 三重 滋賀 和歌山
島根 岡山 広島 山口 徳島 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島

なお、地域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。

※「審査員特別賞『地方創生枠』」の名称を「地域特別賞」に変更いたしました。
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担当国一覧
【会議 A】

国名 学校名

Argentina 鹿児島県立甲南高等学校
Australia 桐蔭学園中等教育学校 A チーム
Austria 頌栄女子学院高等学校 B チーム
Bangladesh セントヨゼフ女子学園高等学校 A チーム
Belgium 昭和薬科大学附属高等学校
Botswana 広島県立広島高等学校
Brazil 大阪府立天王寺高等学校
Canada 國學院大學栃木高等学校
Chile 海城中学高等学校 A チーム
China 大阪女学院高等学校
Costa Rica 清教学園高等学校Ａチーム
Denmark 新潟清心女子高等学校
Egypt 神戸女学院高等学部
Finland セントヨゼフ女子学園高等学校 B チーム
France 関西学院千里国際高等部
Germany 洛南高等学校
Iran 幸福の科学学園関西高等学校
Iraq 大阪府立春日丘高等学校
Ireland 開智未来高等学校
Italy 大阪教育大学附属高等学校池田校舎
Japan 桐蔭学園中等教育学校Ｂチーム
Kenya 大妻高等学校
Malaysia 東京都立国際高等学校
Mexico 京都市立紫野高等学校
Mongolia 南山高等学校女子部
Netherlands 清教学園高等学校 B チーム
New Zealand 桐蔭学園高等学校
Nigeria 東京都立白鷗高等学校
Norway 神戸大学附属中等教育学校
Pakistan 富士見高等学校
Philippines 三浦学苑高等学校
Poland 兵庫県立兵庫高等学校
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Portugal 福岡大学附属大濠高等学校
Republic of Korea 頌栄女子学院高等学校 A チーム
Russian Federation 愛知県立旭丘高等学校
Saudi Arabia 共立女子高等学校
Singapore 修道高等学校
Sweden 滝高等学校
Switzerland 海城中学高等学校Ｂチーム
Tunisia 八千代松陰高等学校
Turkey 静岡県立浜松北高等学校
United Kingdom 開智中学・高等学校
United States 札幌日本大学高等学校

【会議 B】

国名 学校名

Argentina 東洋英和女学院高等部
Australia 高水高等学校 A チーム
Austria 女子学院高等学校
Bangladesh 群馬県立中央中等教育学校 B チーム
Belgium 愛光高等学校 A チーム
Botswana 渋谷教育学園渋谷高等学校
Brazil 逗子開成高等学校
Canada 長野県上田高等学校Ｂチーム
Chile 兵庫県立北須磨高等学校
China 海陽中等教育学校 B チーム
Costa Rica 和歌山県立田辺高等学校
Denmark 高水高等学校 B チーム
Egypt 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部
Finland 新潟明訓高等学校
France さいたま市立浦和高等学校 A チーム
Germany 関西創価高等学校
Iran AICJ 高等学校
Iraq 光塩女子学院高等科 B チーム
Ireland 灘高等学校
Italy 豊島岡女子学園高等学校
Japan 光塩女子学院高等科 A チーム
Kenya 愛光高等学校 B チーム
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Malaysia 東大寺学園中・高等学校
Mexico 駒場東邦高等学校 B チーム
Mongolia 聖心女子学院高等科Ａチーム
Netherlands 清泉女学院高等学校
New Zealand 東京都日比谷高等学校
Nigeria 雲雀丘学園中学校・高等学校
Norway 帝京高等学校 A チーム
Pakistan 海陽中等教育学校 A チーム
Philippines 聖心女子学院高等科 B チーム
Poland 帝京高等学校 B チーム
Portugal 金光大阪高等学校
Republic of Korea 早稲田大学本庄高等学院
Russian Federation 愛知淑徳高等学校
Saudi Arabia 直江津中等教育学校
Singapore 小林聖心女子学院高等学校
Sweden さいたま市立浦和高等学校 B チーム
Switzerland 岡山高等学校
Tunisia 群馬県立中央中等教育学校 A チーム
Turkey 長野県上田高等学校Ａチーム
United Kingdom 駒場東邦高等学校 A チーム
United States 東京農業大学第一高等学校
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企画報告
1. 基調講演

講師（敬称略）：弁護士・明治大学名誉教授（法博） 菊田 幸一

本年度の基調講演では、菊田先生より死刑に関する国際的動向や日本における死刑の現状をレク
チャーしていただきました。人権の観点からみた死刑や国際的な死刑に対する議論の歴史に始まり、
死刑制度の現状と日本における世論調査や加害者・被害者遺族の状況まで、様々な観点から死刑に
ついてお話しくださりました。長年第一線で死刑の議論に携わってこられた先生のお話を高校生た
ちは真剣に聞いていました。

2. 大会中実施企画

＜11 月 16 日(土)＞ 11:30~14:30 模擬国連体験企画「MOGIMOGI」
＜11 月 16 日(土)＞ 15:00~16:00 ACCU 特別企画「東アジアの隣国：モンゴル国での模擬国連活動とは」
＜11 月 17 日(日)＞ 11:30~13:00 OBOG 座談会＋全日本大会見学ツアー
＜11 月 17 日(日)＞ 13:45~15:00 教員向け企画「教育プログラム“模擬国連”の可能性 ~教員交流会~」

本大会中、大会に参加していない高校生を対象として初日に模擬国連体験企画「MOGIMOGI」、
2 日目に OBOG 座談会＋全日本見学ツアーおよび初開催となる教員向け企画を開催しました。初日
の「MOGIMOGI」では、模擬国連に関する簡単なルール説明を行った後、会議の一部分を切り取
り体験してもらいました。2 日目の OBOG 座談会＋全日本大会見学ツアーでは模擬国連に関するプ
レゼンテーションの後、派遣生 OBOG が参加者に対してグループごとに質疑応答の時間を設け、さ
らに全日本大会の一部を見学するツアーが組まれました。
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【模擬国連体験企画「MOGIMOGI」】

昨年度に引き続き、模擬国連を模擬する企画「MOGIMOGI」を開催しました。今年度の議題は
「核軍縮」でした。前年度の参加者の意見を参考に企画時間を大幅に伸ばし、スピーチ・MC・UC
の 3 つを十分な時間配分で体験できるように会議を設計しました。ほとんどの参加者が中学生で模
擬国連初心者でしたが、当日配布した議題概説文書(指南書)・担当国スタンス文書・決議案フォー
マット等の資料を参加者自身で読み込むことで議題を理解し、高校模擬国連国際大会派遣支援事業
OB・OG のサポートのもとで担当国の「大使」として議論することができました。模擬国連のル
ールだけでなく、「国益」と「国際益」のバランスを考えて交渉することや、個人の意見から離れ
て思考することを「MOGIMOGI」で経験したことで、多くの参加者が模擬国連活動への第一歩を
踏み出すことができました。会議終了後には参加者から「高校生になったら全日本大会に挑戦した
い」との声も上がり、今後の高校模擬国連への関心の高まりも期待できる企画となりました。  

【ACCU 特別企画「東アジアの隣国：モンゴル国での模擬国連活動とは」】

日本での活発な模擬国連活動は海外からも関心を寄せられています。ACCU では、今大会にあわ
せて、モンゴル・ユネスコ国内委員会から Namuun Ganbat 氏をお招きし、日本で模擬国連を指導
する教員に対して、モンゴルでの模擬国連活動（Model UNESCO Mongolia）について講演をして
いただきました。モンゴルでも“模擬“ユネスコ総会を議場とする全国規模の模擬国連活動が 2015 年
に始まり、すでに過去 5 回にわたって行われています。参加された先生方からは「モンゴルでこん
なに活発な模擬国連活動が行われているなんで知らなかった！」、「モンゴルのイメージが変わっ
た！」等といった感想も聞かれました。模擬国連の様々な活用方法を知っていただき、高校生だけ
でなく教職員の方々の間でも、「模擬国連」をキーワードに、国境を越えて交流の輪を広げていく
一助となれば幸いです。
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【OBOG 座談会＋全日本大会見学ツアー】

2 日目の座談会では、まず模擬国連活動の解説と模擬国連を通して得られる経験に関するプレゼ
ンテーションを行いました。模擬国連のやりがいや難しさ、模擬国連を通して得られた貴重な経験
についての生の声に、参加者は真剣に耳を傾けていました。OB・OG による質疑応答では、1 人の
派遣生と 10 人程の参加者が 1 つ輪となり、和気藹々と話していました。参加者からの質問の中には
模擬国連それ自体のみならず、模擬国連が OB・OG の進路に与えた影響に関するものもありました。
模擬国連と日常が深く関わっていると知ることで模擬国連を身近に感じていただけたのではないか
と思います。

また、全日本大会の見学ツアーも行いました。これはスタッフの解説を聞きながら 10 分ほど実際
に模擬国連の会議を見学するという企画でした。参加者は大使として懸命に国を演じる高校生に憧
れの視線を向けながら見学しており、次は自分たちも大会に出場したいという声も聞こえました。

【教育プログラム“模擬国連”の可能性 ～教員交流会～】

今回の大会引率で初めて模擬国連に触れたという参加者もいらっしゃるなか、最初のプレゼンテ
ーションでは模擬国連および弊団体事業の概要を説明しました。

パネルディスカッションには、弊団体理事長 田邉のほか、弊団体評議員・全国中高教育模擬国連
研究会代表の米山先生、2018 年度「高校模擬国連国際大会への高校生派遣支援事業」に引率教員と
して参加された頌栄女子学院中学校・高等学校教諭 飯島先生、同事業の派遣生として参加された鳥
取県立鳥取西高等学校卒・鳥取大学医学部１年 青木さんにご登壇いただきました。思わず聞き入っ
てしまうほど興味深く具体的なエピソードを紹介していただき、企画に参加した教員の方々にも意
義のある企画だと感じていただけたようです。

フリーディスカッションでは、全国からいらっしゃった参加者の皆様に交流の場を設けました。
各学校での模擬国連に関する取り組みを紹介していただき、模擬国連活動を各学校で推進する方法
について一緒に考えました。
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ユネスコ・アジア文化センター (ACCU) からのメッセージ

公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）は、グローバル・クラスルーム日本委員
会とともに高校模擬国連事業を推進しております。本大会を運営するにあたり、「次世代の国際人/
グローバルな人材を育成する」という趣旨にご理解・ご賛同をいただいた企業様・団体様にこの場
を借りまして改めて深く御礼申し上げます。

本大会には、全国 38 都道府県の高等学校より 253 チーム 506 名の高校生がご応募くださり、過去
最高の応募数となりました。また、大会期間中に実施したイベントには、これから模擬国連に挑戦
してみたいと考えている中学生・高校生や、模擬国連を使って次世代の人材育成にご尽力されてい
る、これからしようと考えている教育関係の方々が大勢ご参加くださいました。また、ACCU とし
ても海外からの大会視察を受け入れた初めての大会となりました。教育現場での模擬国連への関心
の高まりを実感しています。社会の変化に伴って求められる教育活動も変化する中で、模擬国連の
在り方を日々模索していかなければならないと身の引き締まる思いです。

国連が採択した 2030 年までに達成すべきとした持続可能な開発目標（SDGs）は「誰一人取り残
さない－No one will be left behind」を理念としています。誰一人取り残さない世界を実現するには、
多様な人々が意思決定の議論の場に参加することが不可欠です。模擬国連を通して、参加者は各国
の大使になりきり、その立場から物事を考え、議論することを通して、多様性の集まる場の一つで
ある国際社会を疑似体験することができます。模擬国連でも実際の国連でも、議論を行うのは、ロ
ボットでも AI でもなく人間です(今のところ)。この活動を通して、たくさんの人に出会い、自分自
身の考えや身の回りを見つめなおし、世界の出来事に関心をもち踏み出すきかっけや、お住まいの
地域での出来事と世界の出来事を関連付けて考え、行動を起こすきかっけにしていただきたいと思
います。

最後になりますが、本大会の開催にあたりにご尽力いただいた関係各位の皆様に心より御礼申し
上げます。今後も ACCU は、次世代の人材育成、若者が国境を越えてともに学びともに成長する機
会を創出するため、精一杯努めてまいります。引き続き、ご支援・ご協力を何卒宜しくお願いたし
ます。
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ユネスコ・アジア文化センター

(ACCU：Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO)について

ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)は、ユネスコ(UNESCO、国際連合教育科学文化機関)か
ら「アジア太平洋地域での文化の相互交流を促進する中核的センター」の設置を打診されたことを
契機に、1971 年に日本政府と出版界を中心とした民間の協力によって設立されました。設立以来、
ユネスコのうたう「平和は、人類の英知と精神的な連帯のうえに築かれるものである」という精神
のもとに、日本を拠点にアジア太平洋地区諸国の教育と文化の分野でユネスコや各国関係団体と協
力して、人材の育成と相互交流を促進する事業を行なっています。

2011 年 11 月からは「公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター」として、これまで以上に関
係機関と連携して地域の現状と社会の要望に即した事業を展開しています。

大会当日に ACCU ブースにて展示させて頂いた冊子です。部数に限りはありますが、ご必要な方
は ACCU までご連絡ください。

※Global Education Monitoring Report:

Education2030 達成に向けて、UNESCO が毎年報告書を作成していますが、その際に ACCU は
日本語翻訳協力をしています。

※Youth Changes the World:

ACCU の想いを共にし、アジア各国で持続可能な地域づくりに取り組んできた若者の活動の記録
です。（英語版もございます）
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グローバル・クラスルーム日本委員会
（2019 年 12 月現在 敬称略、順不同）

【アドバイザー】
明石 康 （特別顧問）

（元国連事務次長 / 前公益財団法人国際文化会館理事長）

【役員】

【理事会】

田邉 雄斗 （理事長）

（東京大学法学部第１類３年）
鴛海 晶 （研究主任）

（東京大学法学部第２類３年）

児玉 大河 （事務主任）

（慶應義塾大学法学部政治学科３年）
二木 恵 （広報主任）

（早稲田大学創造理工学部経営システム工学科３年）

荒井 ひかり （研究）

（上智大学経済学部経済学科２年）
井原 渉 （研究）

（東京大学前期教養学部理科一類２年）

二木 浩司
（東京大学工学部航空宇宙工学科３年）

伊藤 駿介
（明治大学政治経済学部政治学科２年）

小寺 圭吾
（早稲田大学政治経済学部国際政治経済学科２年）

小塚 慶太郎
（立教大学経営学部経営学科２年）

谷本 莉子
（慶應義塾大学文学部人文社会学科倫理学専攻２年）

小牧 薫子
（東京大学前期教養学部文科一類１年）

渡邊 玲央
（東京大学前期教養学部文科三類１年）

石本 達也 （研究）

（東京大学工学部化学システム工学科３年）

星野 俊也 （議長）

（日本模擬国連 OB／国際連合日本政府代表部大
使・次席常駐代表）

中満 泉
（日本模擬国連 OG／国連事務次長および国連軍縮
担当上級代表）

紀谷 昌彦
（日本模擬国連 OB／在シドニー総領事）

柿岡 俊一
（埼玉県立浦和西高等学校教諭）

竹林 和彦
（早稲田実業学校教諭）

米山 宏
（公文国際学園中高等部教諭）



-35-

グローバル・クラスルーム日本委員会 / Japan Committee for Global Classrooms

https://jcgc-mun.org

公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター / Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO

http://www.accu.or.jp

【お問い合わせ】

グローバル・クラスルーム日本委員会

contact@jcgc-mun.org

関連リンク
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