
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 

(英語名) 

第 16 回 模擬国連会議関西大会 

The 16th Kansai Model United Nations Conferences 

日程 平成 28 年 8 月 23 日(火)～8 月 25 日(木) 

場所 神戸国際会議場/神戸ポートピアホテル 

参加者数 270 名(予定)＊運営スタッフを含む 

対象者 高校生・大学生・大学院生・社会人 

主催 日本模擬国連 

運営責任者 第 16 回 模擬国連会議関西大会運営事務局 



 

 

 

  

模擬国連会議関西大会(Kansai Model United Nations Conferences : KMUNC)は、今年で

16 回目を迎えることができました。 

 

今大会も滞りなく当大会を開催できますのは、今大会のためにご尽力またご支援いただい

た皆様のご厚意によるものであり、この場を借りてお礼申し上げます。 

 

模擬国連はその活動のあいまいさ故、多様な考え方、動機を持った人が集まります。もち

ろん議論する内容は国際問題に限定されますが、模擬国連の魅力はそれだけにとどまりま

せん。 

 

私は今まで 2 年半模擬国連の活動を続けてきて、自分とは異なる考え方を持った人と話す

こと、交流することにも魅力を感じるようになりました。私はその面白さを最大限感じる

ことができるのが、4 つの全国大会であり、年度の初めにある関西大会であるからこそ、そ

の性質が特に強いと考えています。 

 

今年の関西大会では、その「人との交流」によって得られる魅力を自分で求められるよう、

様々な考え方を魅力のある 7人のディレクター(会議監督)が 7つの会議を用意しております。 

 

模擬国連を経験している人はもちろん、模擬国連を体験したことのない人にも楽しんでい

ただけるよう、事務局員一同邁進してまいります。 

 

第 16 回模擬国連会議関西大会 

今井 比以呂 

模擬国連京都研究会所属/同志社大学 政策学部 3 年 

 

当大会では環境への配慮と経費削減のために、紙面での募集要項配布を取りやめ、オンライ

ン上のみの情報公開とさせていただいております。また、今後も会議内容を含む大会情報を

HPや SNS、参加者の皆様にはメールなどでご連絡させて頂きますので、そちらもご確認くだ

さい。また大会に関する質問がございましたら、お気軽に運営事務局までお問い合わせくだ

さい。HP、SNSの URLおよび当大会の公式メールアドレスは巻末にございます。 



 

 

 

 
 

模擬国連は他の国際系サークルと何が違うのでしょうか？ 

模擬国連の活動は、簡単に言えば自分で調べ、自分で考えを構成した後、人と話し、人と

ぶつかり、一つのものを作りあげる活動です。このように模擬国連は自分が主体となって

行動しなければならない活動です。 

また、模擬国連はディベートのように、自分の考える意見を押し通すことがゴールではあ

りません。「国際協調」という言葉があるように、すべての参加者との協力が必要不可欠な

のです。 

これが模擬国連の魅力なのではないでしょうか。 

我々事務局員一同はその魅力を存分に感じていただけるよう、以下のようなコンセプトを

掲げています。 

 

自“求”自足 

 

私たちは今まで多くのことを学んできました。しかし、自分で考え、何かを求めるという

機会は少なかったのではないでしょうか。関西大会では、「自分」と「求める」という二つ

のキーワードを大切にしてほしいと我々は考えます。 

 

模擬国連の活動自体の経験は関係ありません。 

自分で何かを求め、多くの参加者と高めあえる最高の機会です。 

 

自分の新しい可能性に挑戦してみたい方へ、ぜひ今年の関西大会に参加してみませんか？ 

事務局員一同あなたの参加を心待ちにしています。 

 

第 16 回模擬国連会議関西大会運営事務局一同 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 第 71 回国連総会本会議 

募集人数 26 人 

会議監督 生田志織(国際基督教大学教養学部 3 年) 

議長 中西公輝(東京大学法学部 3 年） 

秘書官 杉野美紀(青山学院大学国際政治経済学部 3 年) 

使用言語 日本語・英語・自国語/日本語/英語 (公式/非公式/決議) 

議場 イスラーム協力機構第 40 回外相会議 

募集人数 20 人 

会議監督 大野倖汰(東京外国語大学国際社会学部 3 年) 

議長 乗上美沙(早稲田大学法学部 3 年) 

秘書官 高橋悠紀(同志社大学商学部 3 年) 

報道官 末武英恵(津田塾大学学芸学部 3 年) 

使用言語 日本語・英語・フランス語・アラビア語/日本語/英語 (公式/非公式/決議) 

Review on the Emergency Humanitarian Assistance of the United Nations 

-緊急人道支援の見直し- 

 

Establishment of Global Unified Halal Food Standards and Procedures 

-世界ハラール統一基準の策定- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 平和構築委員会 2016 年次会合 

募集人数 25 人 

会議監督 佐々木勇太(東京外国語大学国際社会学部 3 年) 

議長 金子暁(早稲田大学政治経済学部 2 年) 

秘書官 古宮あゆみ(神戸市外国語大学外国語学部 3 年) 

報道官 吉川健杜(東京外国語大学国際社会学部 3 年) 

使用言語 日本語/日本語/日本語 (公式/非公式/決議) 

議場 第 21 回欧州安全保障協力機構外相理事会 

募集人数 42 人 

会議監督 松田伸拓(大阪大学文学部 3 年) 

議長 川端万貴(東京大学教養学部 3 年) 

秘書官 中村有沙(上智大学法学部 2 年) 

秘書官 灘祐吏(金沢大学人間社会学域法学類 3 年) 

報道官 村井瑛(大阪大学外国語学部 2 年） 

使用言語 日本語・英語/日本語/英語 (公式/非公式/決議) 

Situation in and around Ukraine 

-ウクライナ情勢- 

Designing of Integrated Peacebuilding Strategy in United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in the Central Republic of Africa 

 
-中央アフリカ多面的統合安定化ミッションのレビューを通した 

国連の統合化ミッションの概念構築- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議場 世界食料安全保障委員会 37 会期 

募集人数 30 人 

会議監督 須賀章太郎(横浜国立大学経済学部 3 年) 

議長 太田篤(慶應義塾大学法学部 3 年) 

秘書官 中西萌(立命館大学国際関係学部 2 年) 

秘書官 山口みなみ(同志社大学政策学部 2 年) 

報道官 佐藤大起(東京理科大学経営学部 3 年） 

使用言語 日本語/日本語/日本語 (公式/非公式/決議) 

議場 

1st meet:国連パレスチナ特別委員会/パレスチナ調停委員会 

2nd~5th meet:パレスチナ問題臨時委員会 

6th meet:第二回国連総会本会議 128 会期 

募集人数 38 人 

会議監督 吉田竣(同志社大学グローバル地域文化学部 3 年) 

議長 東深沢武史(上智大学経済学部 3 年） 

秘書官 栗田理恵(国際基督教大学教養学部 2 年) 

秘書官 久保田大輝(法政大学法学部 3 年) 

報道官 大川梨恵(明治学院大学国際学部 3 年) 

報道官 早川航洋(神戸市外国語大学外国語学部 4 年) 

使用言語 日本語/日本語/日本語 (公式/非公式/決議) 

Agricultural investments and aids to eradicate hunger 

-飢餓撲滅のための農業投資と援助- 

Future government of Palestine 

-パレスチナにおける統治形態- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembly 
  Floor A: Big Five Nations' Conference(五大国会議) 

  Floor B: Covenant Exploratory Committee(連盟規約検討委員会) 

Wanted 

Persons 

Floor A:10 (All delegates are pairs.) 

Floor B:30 (All delegates are pairs.) 

Director 
Takara Kimura, junior of Faculty of Letters, Gakushuin University 

木村聖(学習院大学文学部 3 年) 

Chairperson 
Nanako Ueda, junior of Kobe City University of Foreign Studies 

植田奈菜子(神戸市外国語大学外国語学部 3 年） 

Secretary 
Takuro Yamashiro, senior of Faculty of Law, Kyoto University 

山城拓郎(京都大学法学部 4 年) 

Secretary 
Yuhong Chen, sophomore of Faculty of Economics, Keio University  

陳宇鴻(慶應義塾大学経済学部 2 年) 

Press/Vice 

Director 

Aoi Tonsho, senior of Faculty of Political Science and Economics,Waseda University 

頓所葵(早稲田大学政治経済学部 3 年） 

Language English/English/English (Formal/Informal/Resolution) 

Establishment of the Covenant of the League of Nations 

-国際連盟規約策定における諸問題の検討- 

 

Establishment of the Covenant of the League of Nations 

-国際連盟規約策定における諸問題の検討- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

本大会への参加申込みの受付期間は以下の通り、2回に分かれております。いずれの受付期間中も、

参加申込みは本大会公式 HP(http://www.kansai-mun.org/kmunc16/)からのみとさせて頂きます。

ただし、第二次参加申込期間につきましては、先着順で参加者を随時決定致します。なお、申し込み

期間終了間際はサーバーが混雑しますので、お早めの申し込みをお願い致します。また、特定の会議に

応募が集中した際、希望された会議と異なる会議への参加となることもございますので、あらかじめご了承

ください。 

参加申込期間 

[第 1 次参加申込期間] 

平成 28 年 5/25(水)0:00～6/13(月)23:59 

[第 2 次参加申込期間] 

平成 28 年 6/25(土)0:00～7/4(月)23:59 

参加費 
26,000 円 

(宿泊費込,朝食付) 

宿泊場所 神戸ポートピアホテル 

宿泊部屋 シングル・ツイン・トリプル・フォース 

前泊/後泊 

各 8,160 円 

(朝食付,税込) 

＊前・後泊希望時の大会参加費合計＊ 

前泊→34,160 円 

後泊→34,160 円 

前泊&後泊→42,320 円 

参加申込方法 

本大会公式 HP の申し込みフォームからのみとさせていただきます。 

本大会公式 HP はこちら↓ 

http://www.kansai-mun.org/kmunc16/ 

キャンセル料金 

【大会参加費】 

6/24(金)～7/3(日) 18,200 円 

7/4(月)～7/25(月) 24,700 円 

 7/26(火)～当日  26,000 円 

【前泊/後泊費】 

8/6(土)～8/15(月) 各 1,700 円 

8/16(火)～8/20(土) 各 3,300 円 

 8/21(日)～当日   各 8,200 円 

 

http://www.kansai-mun.org/kmunc16/index.html
http://www.kansai-mun.org/kmunc14/


 

 

 

 

*第1次申込期間中に定員に達した場合＊ 

第2次申込期間以降の受付は行わず、定員に達した時点でキャンセル待ちのお申込みに切り替えさせ

て頂きますので、ご了承下さい。キャンセル待ちのお申込みも本大会公式HPからのみとさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

*申込期間中に定員を上回るお申込みがあった場合 

いずれの申込期間中においても定員を上回るお申込みがあった場合には、その時点で募集を打ち切り、

先着順にて参加者を決定させて頂きます。申込期間中に参加申込みを済まされていたにも関わらず、

定員枠から漏れてしまった方にはキャンセル待ち受付のご案内と受付を優先的にさせて頂きます。 

 

*第2次申込期間中に定員に達しなかった場合 

第3次募集を行い、引き続き参加申込みの受付を行います。詳細につきましては、第3次募集の実施決

定後に本大会公式HP・Facebook・Twitterなどにてお知らせ致します。 

 

*高校生以下の方が申し込まれる場合 

高校生以下の方が申し込まれる場合、保護者の皆様の同意書が必要となります。詳しくは、大会申し

込み後にお送りします、大会資料をご覧ください。 

 

*大会期間中の食事について 

大会期間中の食事については、朝食のみ運営側で手配しますが、昼食・夕食については運営側では原

則手配いたしません。なお、本大会では昼食・夕食のお弁当のケータリングを別料金にて承っております。

詳細については、申込時のフォームをご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

<キャンセル待ちについて> 

参加者のキャンセルが発生した場合に、キャンセル待ち受付の先着順でキャンセル発生のご案内

をさせて頂きます。参加申込期間中のいずれの時点で大会参加のお申込みが定員に達したとし

ても、キャンセル待ちのお申込みは 6月 20日(月)までとさせて頂きます。 



 

 

 

 

 

 

遠方から参加される方、時間に余裕をもって移動されたい方、大会終了後に神戸市近辺の観光をされ

たい方を対象に、大会運営事務局が前泊・後泊の手配を致します。前後泊のお申込みは参加申込時

に併せて受付けておりますので、参加申込受付フォームにてお申込み下さい。なお、前後泊の分割払い

は受け付けておりませんのでご注意下さい。なお、大会運営事務局側でも神戸市内の観光企画を実

施致します。 

前泊(8月22日(月))、後泊(8月25日(木)) 

参加費用 
それぞれ8,160円 

(1泊朝食付、税・サービス料込) 

宿泊場所 神戸ポートピアホテル 

宿泊部屋 シングル、ツイン、トリプルまたはフォース 

また、参加申込時に前後泊をご希望されなかった方でも、追加希望をすることは可能となっております。そ

の際の前後泊の振込みに関しましては、個別にご連絡致します。ただし、ホテルの部屋の空きがなくなって

しまった場合、その時点で前後泊の申込受付を打ち切らせて頂きますのでご了承下さい。最新情報につ

きましては、本大会公式HP等でお知らせ致します。参加申込みを済まされた方で前後泊追加のお申込

みをされる方は、以下の要項に則って、メールにてご連絡下さい。なお、お部屋の予約の関係上、７月 9

日を申込み期限とさせていただきます。 

前後泊を追加希望される際のメール送信要項 

メールアドレス 総務統括 熊野 (kmunc_gm@kansai-mun.org) 

件名・要項 

「前(後泊) 追加希望」 

以下、 

お名前(フリガナ) 

大学(高校)・年齢 

前泊・後泊・前後泊のうち希望するパターン 

出席会議(部屋割振りの際に参考にさせていただきます) 

返信を希望されるメールアドレス 

の4点を必ず明記の上、上記のメールアドレスまでご送信下さい。 

 

■ 参加申し込み 

本大会公式 HP(http://www.kansai-mun.org/kmunc16/)の参加申込受付フォームより、手順に

従い、必要事項をご入力の上送信下さい。 

■ 参加費振り込み 

*下記の口座に大会参加費をお振込みください。本大会の参加費は26,000円となっております。支払

いに伴う手数料は参加者の方のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。 

http://www.kansai-mun.org/kmunc14/


 

 

 

*振込人氏名欄には、必ず参加者ご本人の名前のみご入力ください。ご入力がない場合には、参加

費の確認ができない場合がございます。 

*参加費は参加申込受付期間最終日より 3営業日以内(第 1次申込受付期間中に申込まれた方は

6月 15日(水)まで、第 2次申込受付期間中に申し込まれた方は 7月 6日(水)まで)にご入金頂きま

すようお願い致します。 

*第 1次参加申込期間中に申込みをされる方は、一括払いと分割払いのいずれかの選択を参加申込

時にお願い致します。第2次参加申込期間以降に参加申込をされる方は分割払いをご利用頂けませ

んので、ご了承下さい。分割払いの 2回目の振込期限日は 7月 6日(水)となります。 

*前後泊の分割払いは受け付けておりませんのでご注意下さい。大会参加費の分割払いを希望される

方で前後泊をされる場合は、1回目のお振込み時に前後泊費(各 8,160円)も併せてお振り込み下さ

い。(1回目のお振込み時に、前泊もしくは後泊のみの方は 21,160円、前・後泊どちらもされる方は

29,320円、2回目のお振込み時にはいずれの方も 13,000円をお支払いください。) 

*期限を過ぎましてもお振込みがない場合はご登録頂いた連絡先にご連絡を差し上げますが、ご返事が

ない場合、参加を自動的にキャンセル、キャンセル待ちの方に権限を移譲させて頂く場合がございますの

でご注意下さい。 

参加費(朝食 各 2食付) 

一括払い:26,000円 
第一次募集での支払い〆切：6月15日（水） 

第二次募集での支払い〆切：7月6日（水） 

分割払い:13,000 円ずつ 
1回目……13,000円        支払い〆切：6月15日（水） 

2回目……13,000円    支払い〆切：7月6日(水) 

お振込先口座 

ゆうちょ銀行 店名:四四八(よんよんはち) 

普通預金口座 店番：448 口座番号：4325153 名義人：模擬
モ ギ

国連
コクレン

会議
カイギ

関西
カンサイ

大会
タイカイ

事務局
じむきょく

 

 

 

 

参加手続き完了後にキャンセルされる場合は、本大会運営事務局(kmunc_gm@kansai-mun.org)

までご連絡下さい。定員超過のためにご参加頂けない場合を除きまして、以下のキャンセル料金が発生

し、返金にかかる手数料を含めご負担して頂きます。予めご了承下さい。また、前後泊のキャンセル料金

は別途かかりますので、ご注意下さい。またキャンセル待ちの方が大会に参加申込し、その後キャンセルし

た場合も下記の料金が発生しますのでご注意ください。 

大会参加費 前泊・後泊費 

6/24(金)~7/3(日) 18,200円 8/6(土)~8/15(月) 1,700円 

7/4(月)~7/25(月) 24,700円 8/16(火)~8/20(土) 3,300円 

7/26(火)~当日 26,000円 8/21(日)~当日 8,200円 

 

mailto:kmunc@kansai-mun.org


 

 

 

 

本大会に関するお問い合わせ・ご質問はこちらのメールアドレスまでお寄せ下さい。 

お問い合わせ先メールアドレス:kmunc@kansai-mun.org 

本大会公式ウェブサイト及び以下の SNS にて、各会議の詳細や大会企画、参加受付の最新情報など

提供致します。随時更新致しますので、ご覧下さい。 

・公式 HP 

http://www.kansai-mun.org/kmunc16/  

・Facebookページ 

https://www.facebook.com/kmunc16 

・Twitter アカウント 

＠kmunc (https://twitter.com/KMUNC) 

 

 

 

 

 

運営代表 今井比以呂(同志社大学政策学部 3年) 

研究統括 吉田有璃(大阪大学法学部 3年) 

総務統括 熊野暉一(同志社大学商学部 3年) 

渉外 山本喜一(同志社大学法学部３年) 

渉外 高野亮平(神戸市外国語大学外国語学部３年) 

渉外 木次大樹(同志社大学経済学部 2年) 

渉外 奥山智司(同志社大学政策学部 2年) 

広報 杉山加奈(同志社大学社会学部 3年) 

広報 藤原明依(神戸市外国語大学外国語学部 2年) 

会計 西山加奈子(同志社大学政策学部 2年) 

情報処理 小林海門(同志社大学法学部 3年) 

改革 安藤香(同志社大学文学部３年) 
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