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国際理解教育としての模擬濁逮

富田和広・伊東和久・原 理

はじめに

本稿は、国際理解教育、特に模擬国連会議についての実証的研究の成果をまとめたものであるol)

本研究は、県立広島大学および県立広島大学人間文化学部冨際文化学科の設量理由および学生ニー

ズiこ、よりふさわしい教青のあり方について考察するものである。そのため本研究辻、国際理解だけ

にとどまらず、本学の教育目標である「主体的に考え、行動し、地域社会で活濯できる実践力のある

人材の育成J、さちに国際文北学科の教育自標である「地域文化に対する幅広い知識と潟察力を養い、

既成概念にとらわれない柔軟な発想で、現代社会に対応できる問題解決能力と外冨語運用能力を備え

た人材、自国の文化についての知識と敬愛の心を持ち、飽冨の文化、特に英来や東アジアの文化に対

する理解を深め、人々の幸福と世界の平和のために行動する人材」を青戒するための方法について考

察することがE的となっている O 本研究では、上にあげた人材育成のためには、学生が国際的な問題

に関心を持ち、問題解決のためのプレゼン・討論・協働・合意形成能力を身につける必要があると考

え、その方法として模擬国連の授業への導入を検討することとしたs

模擬国連とは、参加者一人一入が世界各国の大捷とな号、実際の国連会議で扱われている問題を話

し合うことによって、国連会議を再現しようとするものである O 模擬国連は、 1923年にハーバード大

学から始まり、現在では世界中の大学・高校において、授業で採用されている o 8本では1983年に上

智大学において、当時教授であった諸方貞子(前冨連難民高等弁務官)顧問の下、発足した。現在自

本では、 400名近い大学生・大学院生が模擬国連活動に参加しているが、大学の授業に取乃入れられ

ているのはまだ少ないoa

我々が模擬国連を大学の授業に導入しようと考えた理由は以下の 4点であったO

1 )学生参加型というより学生主役型の授業が展開可能であるs

2) 一つの具体的な吾標(模擬冨連大会〉を設定し、複数の授業を連携させることによって、学

生が能動的に学習する意欲が生まれる。

3)授業連携によ号、チーム教育の効果が生まれる O

4)模援国連を外菌語で運営することによって外国語運用能力が向上するc

一方、大学における国禁理解教育、開発教育についての研究は、一定の成果を収めているが、模擬

国連を大学の授業へ導入する研究は、非常に少ない。授業を受ける学生にとっての模擬国連の入門書

もないc 模擬国連委員会が f模擬国連会議ガイドブックiを発行しているが、初心者用ではない。国

連についての入門書はあるが、模擬国連のガイドブックとしては役に立たない5

そこで本研究では、適正な授業計画のあり方を以下の 7点について投討したc

1 )導入授業のあち方

2 )模擬冨達の議題選定

3)有効で効率的な授業連携のあり方

4)通常の授業との連携方法

5 )外国語を使用した会議運営の可能性
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6 )プレゼン・討論・協働・合意形成能力向上

7 )評舗方法

1 .研究実施状況の概要

1. 1 実験捜業の実施

収集した資料などをもとに授業計彊を立案c 研究チームの教員が担当している授業において、それ

ぞれ異なったパターンで模擬国連を導入した。具体的には、「アジア経法論特殊講義rrJでは講義を

中心にして、シミュレーションは主に大会で実施、「東アジア国際政治学演習 rrJは全て英語での議

論、「東アジア社会意識論」ではシミュレーションを中心に授業を行った。

当該授業の履修者には、模擬国連会議の実施及びテーマを告知し、各履修者が担当する国あるいは

地域を決定し、会議のプ百七スについてレクチャーした。授業では、テーマに関する講義も行った。

1. 2 授業外での模擬題連大会の実施

県立広島女子大学の後期試験終了後、三つの会議を擁する模擬国連会議広島大会を開催。学内から

のみ参加者を募ったが、授業の履諺者を中心に数十名の参加があった。黒立広島大学3)からの参加も

あった。大会では、安全保障理事会、経済社会理事会、総会第2委員会の模擬会議を実施したっ 5時

開弱ではあったが、熱心な議論が行われた。

し 3 学生アンケートの実施及び学生への聞き取り調査

大会終了後に授業評錨アンケート調査を実施した。また、第17回模擬毘連会議全日本大会に参加し

た県立広島女子大学・県立広島大学の学生 5名;こ開き取り調査を行ったっ

2. 授業導入方法について

模擬国連委員会からの開き取りで、大学での授業への模擬国連の導入について以下のような提案を

受けた。

-導入の目的

模擬国連の目的は rA :英語能力向上JrB :国際問題への理解促進Jr c :デイスカッショ

ン・デイベート能力向上」のいずれかに分類されるが、 BまたはCを目的とする 9

-アクターについて

模擬国連活動は 3つのアクターである議長・会議監督・大使のうち、大学の授業プE グラムと

して導入する際に最もネックになるのが会議監督の扱いであり、これを通常の模擬国連活動のよ

うに学生が担当した場合、他の大使を担当する学生と、取り組む内容の質が大きく異なり、また

負担も大きく異なるので、議長・会議監督及び文書のチェックに関しては教員が行うのが適切で

あろう o B G (議題概説書)作成から議題についての勉強、ワサーチ〈大使としての政策につい

てのリサーチ活動〉というプロセスすべては学生の活動とするc

• 1)サーチについて
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リサーチを f議題に関するリサーチJr担当国の政策についてのワサーチ」にわける。

「議題に関するつサーチj 学生の数人にプレゼンテーションをさせ、先生がモデレーターと

なりそれを受けたデイスカッションをする O 担当固としてではなく一学生として発表。これによ

り、従来BGによって提供される議題に関しての知識を構うことができる C

ri呈当冨の政策に関するワサーチ」 学生にレポートの形(ポジション・ペーパー4)、ポワシ

ー・ペーパー5) など)で作成させ提出させる。

この形式で、あれば教員が活動に入っているという、学校で導入する最大の利点が生かされる O

その結果として、まず、一個人としての議題に対する認識を「議題に関するリサーチのデイスカ

ッションjによって形成し、摸議会議によって国家のパワーバランスの結果としての議題に対す

る認識が形成され、この二つの違いを比較検討できることになる O

摸擬国連委員会から提侯を受けたこの憶報を研究メンバーで、共有しつつ、実際の導入方法は統一せ

ずに、教員ごとに異なった方法を試すことにしたむ

3.各科目での実施状況およびコメント 6)

3. 1 rアジア経済論持殊講義韮J(経済社会理事会)

担当:伊東和久配当 :2年費用言語:吉本語

この科自 i土、経済の各分野(開発・貿易・投資・工業・技栴・環境〉が章別講或になっているテキ

ストを学生が}IJ夏番に報告する発表形式であったが、改善の余地があると感じていた9 そこでまず連携

授業形式をとり、その連携授業の一環として「模擬国連会議」を授業に導入することにした。セッシ

ョン会議のテーマの選定については設業科目の内容と関連があり、時事的に関心が持てるものを候補

に教員がまず 3つのテーマを選択し、学生の希望を開いて、最も多かった f地球温暖化防止」に決め

た9 やり方としては、先ず基礎知識を身につけるという意味で先ずテキストを従来どおり行い、その

間に温暖化訪止に関する資料の配1ilを行い、準備をしてもらった。 15国の授業時間のうち、 3~4 回

をあてることにし、大会誌加に取るとの共同の方針の下に行うことにした。

第 1@J会議:受講している 4年生による「地球温暖化防止について-京都議定書についてj報告。こ

れはテーマに関するリサーチにあたるが回数が少なく、学生の準舗が十分にできないた

めに、たまたま同じテーマで卒論を書いていた学生にイントロダクションを頼んだ。

第 2国会議:各国大告の各国のテーマに関する取り組みに関するスピーチ

第 3国会議:各国大使によるポジション・ペーパーの作成とそれにもとづく公式会議・各国間のコー

カス7)

第 4国会議:各国大使によるワーキング・ペーパー8)の作成、発表、公式・非公式会議、コーカス形

式による討論

大 会:ワーキング・ペーパーの作成、移正案の作成と会議討論、投票o 3年生・ 4年生で関心

のある学生には資料を事前に配布し、大会に参加してもらった。

コメント:

この「模擬国連会議jの授業への導入は予想以上の成果が得ちれた。まず、単に知識を広め、深

めるだけで誌なく、提来の授業では鐸られなかった自分(国)の問題として価檀観と利害に関わる

問題としても捉え、学んだ知識に基づいて意見を主張するだけでなく賛同者を増やすために交渉・
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協議・説得・譲歩などを行い、コミュニケーション能力を高めることなど多元的な龍力の開発に寄

与したのではないかと評倍できるであろう O

問題点としては「摸擬国連会議jの授業の導入は学生にとって過震な負担とならないか、講義形

式の授業を望む学生に対して如何にその意義を理解してもらうかなど、課題が残されたむ

全国大会に出庸した学生から、「模擬国連会議」が学生の謂査研究能力、交渉能力などを高める

だけでなく、人間的交流を広げ深める意味も撞めて大きいことが見て取れる O

3. 2 r東アジア国際政治学演習 IIJ (安全保障理事会)

担当:原理配当 3年 f吏用言語:英語

コメント:

・英語で議論する訓練が十分で、はなかったむ

-英語で議論する力が不十分であると思ったので、担当教員が大まかなシナワオを描き、実際の議

論もそのような展開になったが、模擬国連の本来の主Eぎからは外れた指導方法であったように思

うO ただ、ある程度のシナワオを示さない状態で、行った場合、果たして、十分な数の参加者が得

られたかどうか疑問が残る O

-英語で議論するといっても、模擬国連で寵う英語は一殺の会話と詰違うところがあり、どの程度

学生のニーズとマッチしているのか判然としない。

-外国人(中国人)学生が論理的かっ攻撃的な議論をするのに対し、日本入学生は反論の仕方が分

からないようであったが、会議の後半にはほぼ互角で議論しているように見えた。しかし、 E本

入学生には議論や討論の言11練が必要であることは明白であった。

-議長が話す英語はマニュアルに沿った文であるため、それほど難しい役割ではないのかもしれな

いが、議長が英語を流暢に話すことで、会議のレベルがかなち上がることが分かった。つまり、

議長はベースセッターとして非常に重要な役であることが分かった。

-模擬国連では種々のペーパーを作成することが重要な作業であるが、安保理においては、口頭で

の議論に重点を置くあまり、ペーパー(決議案等)の作成が十分にはできなかったG

-決議案はともかくとして、ポジション・ペーパーの作成は、もう少し指導すれば、実捺の議論の

役に立つものが用意できたと考えられる O

或果:

-学生(特に日本人の学生)にとって英語で議論することの値鐘とその菌難さが認識できたと思う O

-00遠の安保理で国益がぶつかるという意味が少しは分かった可能性がある G

3. 3 r東アジア社会意識論J(総会第 2委員会〉

担当:富田和広配当:2年使用言語:日本語

アクターとワサーチについて:議題の設定、 BG (議題概説書)作成、議題についての勉強、リサー

チ〈大使としての政策についてのワサーチ活動)というプロセスすべてを学生の活動とする予定で

あったが、実際には大震のリサーチ以外は全て教員が担当した。シミュレーションでは、議長は学

生、会議監督は教員が記さきしたc

担当固に関するリサーチ:学生にポジション・ペーパーとポワシー・ペーパーを作成・提出させ

た。

授業の進め方:

10/20 授業支援用HPを立ち上げ
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11/24 水問題に関する講義

12/1 水問題に関する講義(水に関する日本のODA、ポジション・ペーパーの論点部分の書き

方)

12/15 第 1回シミュレーション 議長の開会宣言到、 speakerslistの需放10)、公式発言、コーカ

スO コーカスでは、大きなグループとして、 EU、ASEANを中心に議論。その後、グル

ープを離れて様々な国が意見交換。それぞれの冨の水に関する現状についての情報交換が

中心。 meeting後に提出された会議報告書では、多くの大使が岳国のつサーチが不十分だ

ったと述べていたC

12/22 第 2屈シミュレーション 合式発言、コーカス

1/12 第 3@1シミュレーション 公式発言、コーカス

1/19 第4屈シミュレーション 公式発言、コーカス、 DR凶作成に向けての議論が中心

1/26 第 5@1シミュレーション コーカス、非公式討議、 DRの締め切りを 2月1日とする

2/2 第 6@1シミュレーション 投票

2/10 大会 (2丹2自の投票でシミュレーションは襲わっていたが、大会では授業での議論をふ

まえた上で、シミュレーションをはじめから行った。〉

コメント:

・模擬国連というシステムそのものを分かちやすく説明する必要がある。説明痛のビデオ教材も作

成したが、マニュアルを整備する必要があるむ

-講義とシミュレーションを組み合わす場合、シミュレーションに十分な時間 (30分以上〉を害jく

必要がある 9

-議長がワードする非公式会議を適宣はさみ、議論をコントロールする必要がある O よりよい結論

を導くためではなく、教育効果が高いような議論へ導くためである O

-議論はうまくかみ合わないが、合意形成の難しさを実感させるために、あえてスムースに行くよ

うな指導はしなかったG

.DRは早い段階で作成させ、 DRについて議論し、最後に修正案を提出して、それを投票にかけ

るほうが、議論が具体的になってよい。

-学生はワサーチ力がないo H Pを作成し、リサーチ・ソースを示したが、特に小国を担当した学

生はなかなかワサーチできない。下位学年でリサーチに関する授業を設けるべきである O

-議題に関するリサーチも学生にさせる方がよいと思われる O

・議題報告書を毎回提出させないと、議論の内容を教員が全て把握することは難しい。

・2手回の議事誌をつけることは困難であった。プレス担当の学生を決める沼うがよいと思われるが、

大使、フロント(議長や会議監督など〉、プレスを同じ尺度で評価することはできず、成績評価

に難点がある。

-全て自分で諜べて自分で考えて交渉するという模擬国連は非常に効果が高いが難易度も高い。 1

年生から、 1)サーチやデイベート、デイスカッションなどの授業を積みかさねて、 3年生で取り

組むのが効果的だと考えられる G そのためにも授業同士の連携が必要で、あることを痛切に感じて

いる O

3橿 4 大会

試験期間経了後、授業の延長として大会を開いた。会議の概要は以下の通り D

-関懐日時:2006年 2月10日(金〉
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12 : 50~ 受付

13 : 00~13 : 10 開会式

国際理解教育としての模擬国連

13 : 15~17 : 30 会 合(全ての会議で議長は学生が担当した〉

17 : 40~17 : 50 閉会式

-安全保脅理事会議題:If North Korea will not return abductees to their homelands， the Inter-

national community should impose economic sanction against it. 1吏吊言語:英語

-経済社会理事会議題:地球温援化使用言語:日本語

-総会第 2委員会議題:本問題使用言語 :8本語

コメント:

・開会式では、三人の教員がそれぞれ外国語で、挨拶、学生がその場で通訳をしたが、雰罰気を盛り

上げるのに効果的であったc

-三分の一程度の学生がスーツを着用したが、全員着毘させた方がよかったと患われるc

-第 2委員会と経社理では、教員がセクレタリーを担当したため、会議をじっくりみることができ

なかった。セクレタリーとプレス担当の学生スタッフをおくべきで為った。

-飲み物や茶菓子などを用意した休憩室を設量したが、そこでのコーカスが熱を帯びていたむ会議

場内に欽み物などを吊意する方がよいだろう O

-参加資替は本学(県立広島大学を含む)学生としたので、三つの授業の履修者以外からも10名程

度の参加者があったっ学外からの参加者を募ることも考えられ、地域連携事業としての可能性も

十分にあるO

4 .アンケート結果

2月10自の大会終了時に、学生に対しアンケート調査を実施した。大会には模擬国連導入授業の履

修生以外も参加していたが、それらは除いて集計したc 単純集計結果は表の通りである。

表から分かるように、 85%もの学生が総合的に摸擬国連の有効性を認めているc また、担当毘や議

題についての知識が深まるのは当黙であるが、興味が深まったと多くの学生が回答している点、さら

に担当国以外の匿についても知識が深まり関心が強まったと多くの学生が答えているのは、模擬国連

ならではの効果であり、いわゆる講義形式の授業では望めないものであろう O 授業では自由に討論で

きる持関は践られていたが、積題性が身についたと半数以上の学生が毘答している点にも注目すべき

である O さらに、外国で議論をしてみたいという学生が3割以上もおり、そのような場を提洪する必

要があることが分かったむ

5.模擬国連全日本大会

呂本における模擬国連活動は、主に大学生を主体として行われており、日本で最大のイベントが全

日本大会である D 規模が大きくレベルも高いこの大会へ参加することは、学生にとって大きな刺激に

なると考えられるので¥本学学生から参加者を募ったところ、 4名が正式に参加し、 1名が見学ツア

ーに参加したむ参加者のレポートの抜粋を以下にあげる(一部改変〉。
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模擬国連授業受講者アンケート単純集計表(%)

Q1担当国につ Q2担当国につ Q3担当園以外 Q4担当国以外 Q5議題につい

いての知識が深 いての輿味が強 の冨についての の屈についての ての知識が深

まった まった 知識が深まった 関心が強まった まった

当てはまる 24.2 18.2 30.3 21.2 33.3 

やや当てはまる 45.5 48.5 39.4 42.4 60.6 

どちらともいえない 21.2 21.2 15.2 24.2 6.1 

あま号当て11まらない 9.1 12.1 12.1 12.1 0.0 

全く当てlままらない 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 

合計 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 

Q 6積極性が身 Q7リサーチす Q 8 (8本語で Q 9総合的にみ

についた る捺に英語のサ 議論した人へ) て国際文化学科

イトを講べた 外国語で議論し の授業に模擬冨

てみたい 連を導入するの

iま有効だ

当てはまる 21.2 21.2 4.0 54.5 

やや当てはまる 36.4 24.2 28.0 30.3 

どちらともいえない 27.3 21.2 24.0 12.1 

あま号室て;ままらない 9.1 6.1 28.0 0.0 

全く当てはまらまい 6.1 27.3 16.0 3.0 

合計 100.1 100.0 100.0 99.9 

n=33 (Q8のみ25)

まるめのために合計が100.0%にならない場合がある。

私にとって特に刺激的だ、った二点について述べたいと思います。第一点目は、自分と年の変わ

らない人達が、何百人もの参加者を取りまとめ、大会を運営していた姿ですむ約三百人が集った

大会を支えていた事務局の方々は、本当に同年代の学生だろうかと思うほどの仕事ぶちでしたc

第二点吾は、参加大使の会議に対する熱意です。大会期間中、社会人参加のお一人とお話をす

る機会がありました。その方のお話の中で、印象的だったのは「模擬国連には全てが詰まっているJ
という言葉です。模擬国連から学ぶことは数多いからということでした。議題に対する情報収集、

分析から始まり、相手を綿得させる論理的な話の組み立てや発言が身に付く O また、大会を通じ

て仲間が増え、模擬国連という共通項で繋がることができる。国連のシミュレートということも

あり、国際的に物事を考えてみたい人にとっては適した場である G

(巣立広島女子大学国際文化学部 3年)

あまりに凄い下殺生と同級生を見て、[あ、自分このままじゃいけないj と患わされた大会だ

ったG 大学生活の中で一番意味のある出来事だ、ったように思うむ

(県立広島女子大学国際文化学部 2年)

コミュニケーション能力が試される。また、位入から刺激を受けるという面が非常に大きい。
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パソコンを使いこなし、全菌に友達がいて、「英語より日本語の文書のほうが難しいj と言って

いる同年代を身近で見ることはまずないo r私も勉強しよう!Jと患った 48関だ、ったc

リサーチ能力や、交渉の仕方、プレゼンテーション能力といった能力を身に村けるには、模擬

冨連は十分な手段であろう C

(巣立広島女子大学園緊文化学部 2年)

自分の習っている英語以外の言語でも会議に活かせるというの辻、勉強の甲斐もあるし、発表

の場としての模擬国連会議の春在は私にとって嬉しい点である G

交渉というと、堅苦しい感じに需こえますが、人間関係にしても、これから社会に出るにして

も f交渉力」は必要であると思うのです。そういう力をつける意味でも、模擬国連の良さがある

と思います。

あとは全体を通して、学生の力を感とるところが大きな魅力です。 80ページ以上の超大作であ

るバックグラウンドガイドの作成もそうですが、同じ学生とは思えないという衝撃はかなりでし

た。

〈県立広島大学入関文化学部 1年)

6.考察

模擬国連を導入する場合の適正な授業計画のあり方を以下の 7立について考察した。

1 )導入授業のあり方

教員が講義を行った。学生が調査・発表する形については試せなかったc これについては既に

18年度の授業で試行しており、学生が自ら調査・発表・議論することによって、興味関心が高ま

っている O また、模擬昌連以外のアクティビティも授業として実施し、効果が確かめられているo

2 )模擬国連の議題選定

議題は逼暖化(経社理:伊東〉、水(第 2委員会:富田)、投致問題(安保理:涼)を選択した。

温暖化、水問題は非常に広範毘なジャンルを含んではいたが、興味関心を広げる意味では効果的

であったっ

3 )有効で効率的な授業連携のあり方

模擬由連を導入した 3科目中 2科目が 2年次配当であり、両方震移している学生には過剰負担

になった。相乗効果もあったが、片方しか震修していない学生との差をどうするかは今後の課題

となったむ

4)通常の授業との連携方法

連携した 3科自以外の授業への関心を深めるような動機付けの講義ができなかった。しかし、

学生がテーマや地域への関心を高めたので、学科の授業全体への取り組みが譲極的になったこと

が予想される O

5 )外国語を使用した会議運営の可能性について

安保理法すべて英語を使用した。 8本語に比較して議論のしベルが下がる O 学生ニーズは一定

程度存在するのであるが、大会に参加した学生へのアンケートでは、外国語での議論には清極的

な学生も少なくはないむ慣れない外国語の議論を壌がらないような毘患が必要となる O 具体的に

は、議論の筋や結論を決めておくなど、学生が外国語を使いやすくなる工夫をする C しかし、こ
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のような配慮は議論の面白みを減らすことにもつながり、そのバランスが難しいことが分かった0

6 )プレゼン・討論・協鶴・合意形成能力向上について

プレゼン・討論・協働・合意形成龍力向上という全ての項目に模擬国連は有効で、あることは分

かったが、シミュレーション中にどう指導していくかについては、議論を深められなかった。

7)評価方法について

ポジション・ペーパー、ポリシー・ペーパー、公式発言、ワーキング・ペーパー、会議報告書

などで評揺することが可能であるが、平常点として議論を個別に評価することは、履1!多者が多い

場合困難になる G 期末に議論の方法などについてのしポートを課し、その内容から評揺する方法

が考えられる G 評緬方法については、さらに検討する必要がある G

おわりに

模擬国連は、国際理解教育・開発教育の方法として非常に有効であることが分かつたC 一方で、そ

のシステムや手続きは複雑で、初めての学生にはとまどうことも多い。模擬国連を授業に導入する際

には、その呂的を明確にし、それにふさわしい導入方法を考えることが重要であるG 模擬国連は国連

会議をシミュレートするものではあるが、国際理解が授業のE的ならば、必ずしも国連会議を正確に

シミュレートする必要はないc

会議の手続についても箆略化したり、変更したり、新たに付け加えたりすることによって、分かり

やすく、取り組みやすいものへと工夫することも重要であるむ

また、会議までの導入部に、既に開発されている国際理解教育や開発教育の教材などを利用するこ

とによって、模擬国連はさらに効果をあげることが可能である G しかし、それは一つの授業だけでは

摂界があり、複数の授業、さらには履修モデルやカリキュラムにおいても考意することで、その効果

は計り知れないものとなり、学生生活それ自体へも大きな影響を与えることができると考えられる。

さらに、模擬国連は、授業を越えて様々な形で活用が可能である D 学科や学部全体あるいは大学全

体として取り組むことも可能であるし、他大学あるいは他冨の大学との連携授業・イベントとして取

乃組むことも可能であるむまた、前述のように地域活動として展開することもできる O

しかし、幅広く活用していくためには、わかりやすいガイドブックなどの整舗が必要である O これ

は我々の今後の課題である。

最後に、模擬国連の授業への導入について貴重なアドバイスをいただいた模擬冨達委員会2005年度

委員長の森江大吾氏、本研究にあたって協力をしてくれた模擬国連委員会・関西摸擬国連委員会、広

島模擬国連の関係者の皆様に心から御礼を申し上げます。また、本研究の調査に協力をしてくれた

fアジア経済論持殊講義nJ I東アジア国際政治学演習nJ I東アジア社会意識論jの履修生および模

擬毘連会議第 1国広島大会の参加者に御礼申し上げますc

[本研究は、平成17年度県立広島大学重点研究事業(教育推進研究)の助成を得てなされたものであ

るむ]

文献

1 )本研究は平成17年度に罷始し、現在も継続中である。本稿はその初年度の或果をまとめたもので

あるc
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2)課外活動としても中西国では島根県立大学でしか行われていなかった。県立広島大学では平成18

年 2月に同好会が発足した。

3 )県立広高女子大学、広島県立大学、広島県立保健福祉大学が統合・再編されて平成17年 4月に関

学9

4) ポジション・ペーパーとは担当震の国際的ごと{立置を把握するために作成するためのものであるG

これには、外交姿勢・所属地域機講・安全保樟機構・重要な同盟関係、 ODA (援助・被援助)、

G D P (一人あたり GDP) などの基本的な項呂についてと、問題の所在、これまでの国連の対

策、現在の課題、自冨の状況の把握といったテーマについてのリサーチ結果を記入させる G

5 )ポリシー・ペーパーは、ポジション・ペーパーをもとに決定した担当国の政策を記入させる。

6)各科目ではシラパスで提示された授業内容を確保した上で、模擬間違を導入している。ここでは、

授業内容の内、模擬国連の部分についてのみ記述している O

7) Caucus。非公式会議申自由時間で、大使は席を立って自由に他の大使と交渉ができる G

8 )公式発言やワーキング・ペーパーは、ポジション・ペーパーとポリシー・ペーパーをもとに作成

することになるo ワーキング・ペーパーは、公式発言の内容やさらに進んで決議案の元になるも

のである。これらをきちんと作成させることは、学生が模擬国連を丹、滑にすすめるために必須で、

ある O

9 )本来、会議の開始時にrollcall (出席確認〉をするのだが、時間がかかるので授業では省略し、

毎回、全員に会議報告書を提出させることによって出席を確認した。

10)公式発言をする国を募ること G

ll) Draft Resolution (決議案)。



県立広島大学人間文化学部紀要 2， 163-173 (2007) 

Abstract 

The Model United Nations as a tool to Learn about the International Community 

Kazuhiro TOMIT A， Kazuhisa ITO. Osamu HARA 

We (Tomita. Ito and Hara) adopted MUN in three classes (political science， economics， 

and sociology) in the Department of Intercultural Studies. We also held an open MUN on campus 

to which anyone can participate. As a result， we learned that the project achieved the following 

effects: 

Students learn positive and/or active attitudes in class. 

Students improve their communication skills 

Students learn presentation ski11s. 

Students learn debate skills企

Students ac立uireinternational perspectives. 

Students improve research skills. 

Students improve foreign language skills. 

We learned in the opinion survey， which was conducted after this experiment， that many 

students express their opinions that they have learned more about the international community， 

start to pay more attention on the issues that are international in nature， and think that the MUN 

is effective to improve class learning. 
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