
―モンゴル模擬国連への参加をとおして共に学ぶ― 

アジア太平洋青少年相互理解推進プログラム 

 

募集要項 

 

1. 概要 

公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU）では、全国の高校生に対し、国連

会議のシミュレーションである模擬国連活動を通して、世界のあらゆる課題について学ぶ

ための教育の機会を提供し、国際社会や地域社会に主体的に貢献できる人材を育成するこ

とを目的として、2012 年より高校模擬国連推進事業を実施しています。この度、2020 年

からの 3 年間をパイロットプロジェクトと位置付け、初年度はモンゴル国を選びモンゴル

ユネスコ国内委員会主催の Model UNESCO Mongolia(MUM)に参加する高校生とのオン

ライン交流プログラムを実施することにしました。MUM では今年、国連創立 75 周年を記

念した「UN75 イニシアティブ」に則り、“YOUth–The Future You Want and the Future 

Youth Wants”をテーマとして掲げていますが、2023 年からは、さらに広範囲の国からの

参加を呼びかけ、相互理解推進、対日理解促進プログラムとして発展させる予定です。 

パイロットプロジェクト初年度の舞台として選んだモンゴル国と日本は、国交樹立から

およそ 50 年にわたり文化交流をはじめ、貿易・技術協力の分野において交流を発展させて

きたことに加え、近年モンゴルから日本への留学生は増加しています。このような日蒙関係

について、将来を担う両国の高校生世代がオンラインによる MUM への参加、相互交流を

軸に現在および将来の世界的な課題解決にむけて交流を深めていくことで、ひいては東ア

ジア地域の連携強化へとつなげていきたいと考えています。 

2. 目的 

(1) 文化の多様性への尊敬をもって国際社会や地域社会に主体的に貢献できる人材を

育成すること 

(2) 未来を担う高校生が地球規模課題に対する意識を高め、理解を深めること 

(3) 国内外の参加者の間で友情を育み、相互理解を深めること 

(4) 交流の場を通して、モンゴル人学生の対日理解を促進し、将来にわたる日蒙関係発

展の礎を築く場とすること 

3. 開催日時： 2020 年 10 月 3 日（土）、17 日（土）、30 日（金）、31 日（土）の 4 日間 

4. 開催場所： 公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター（ACCU） 

（〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32-7F 出版クラブビル）  

5. 主催：  公益財団法人ユネスコ･アジア文化センター（ACCU） 

       モンゴルユネスコ国内委員会 



6. 助成：  公益財団法人東芝国際交流財団 

7. 日程 

(1) 10 月 3 日、10 月 17 日は、東京に集合 

(2) 10 月 30 日、31 日は、オンラインにて自宅から参加 

日程 場所 内容 

8 月 25 日(火)  募集要項公開 

 

9 月 14 日(月)  応募締め切り 

 

9 月 18 日(金)  選考結果発表 

 

10 月 3 日(土) 東京 第一回 オンライン事前学習 

・東京オフィスにて ACCU スタッフによるオリエンテーション 

・モンゴルユネスコ国内委員会担当者によるモンゴルの歴史や文

化に関する講義 

・対日理解促進のためのディスカッション“YOUth–The Future 

You Want and the Future Youth Wants”  

10 月 17 日(土) 東京 第二回 モンゴルとのオンライン交流 

日本人高校生の人材育成を目的とした講義  

(プログラム間の準備時間含め約 2 時間) 

1. Model UNESCO Mongolia（MUM）議題説明とオリエンテーシ

ョン(10 分) 

2. Model UNESCO Mongolia（MUM）議長他 3 名による講義(15

分×3 名) 

3. 模擬国連の趣旨説明と進め方について(20 分) 

4. 質疑応答 (30 分) 

10 月 30 日(金) 

31 日(土) 

自宅 第三回 モンゴル模擬国連オンライン参加 

11 月 8 日（日）  参加者アンケート結果提出期限 会議行動評価シートを参加者へ

フィードバック 

11 月 20 日（日）  レポート締め切り 

12月 25日（金）  報告書（日英）印刷発行 

※第一回～第二回は東京都内の ACCU オフィス他にて実施。第三回は自宅から参加。新型

コロナウィルス感染拡大防止策による国内都道府県を跨ぐ移動制限がかかる場合は、全日

程自宅から参加する可能性もある。 

8. 参加者数 

高校生 5 名 

9．参加資格 

（1） 日本の高等学校（第 1 学年または第 2 学年）に在籍していること。 

(2)  プログラムの全日程に参加できる健康状態であること 



(3)  全てのプログラムに積極的に責任感をもって参加できること 

(4)  英語での交流会・ディスカッションに意欲的、主体的に参加できること    

(5)  参加については、在籍する高校の校長許可を得ていること 

10. 応募方法 

(1) 応募受付期間：2020 年 8 月 25 日（火） ～ 2020 年 9 月 14 日（月）正午 

(2) 応募方法：上記の期間中に開設される ACCU のホームページ内「アジア太平洋青少年

相互理解推進プログラム募集」から応募してください。 

(3) 1 校につき応募可能な人数に上限はありません。 

(4) 生徒個人による応募を認めますが、授業のある平日（金曜）に実施されますので、必ず

学校長の承認を得て応募をしてください。 

(5) 本大会の参加には生徒のみでの参加を認めます。  

(6) 応募締め切り後在籍する学校宛に、応募の確認のためご連絡をいたします。 

11. キャンセル、変更について 

応募内容は原則変更できません。ただし、致し方ない事情で応募内容を変更もしくはキャ

ンセルをする場合は、以下の変更受付期間の間にお申し出ください。なお、登録内容に間

違いのある場合（漢字など）もこの期間に訂正を受付いたします。 

変更受付期間：8 月 25 日（火）～ 9 月 11 日（金） 

参加者がキャンセルする場合は、応募フォームではなく、ACCU の担当者にその旨を 

メールでお知らせください。 

 

12. 選考結果通知 

応募者多数の場合は、提出された書類内容と地域性を考慮して選考※を行い、2020 年 9 月

18 日（金）17 時までにメールで各学校担当教諭メールアドレス宛て、生徒個人メールアド

レス宛ての両方に結果を通知します。なお、最終面談としてオンラインによる英語の面接を

実施する可能性があります。 

※選考に際しては書類選考に加え、参加者の多様性の確保、および全国に広く国際交流活動

への参加の機会を提供することを目的として応募者の地域性も考慮します。 

13. 参加費 

無料 

14. 旅費等 

ACCU は下記の項目について補助する。以下に定めるもの以外は自己負担とします。 

(1) 会場までの国内移動 

遠方の生徒については、自宅から東京までの特急料金区間もしくは航空運賃 

(2) 第一回、第二回プログラム開催時の昼食代 



(3) 必要に応じて、第三回の MUM 参加時の WI-FI を貸与します。 

15. 参加証明書 

すべてのプログラムを修了した者には修了証を発行します。 

16. 個人情報の取り扱い・その他 

以下に関して、あらかじめ了承した上で参加申請すること。なお、個人情報は厳重に取り扱

われ、本プログラム運営以外の目的で使用されることはありません。 

(1) オリエンテーションやプログラム期間中に撮影された写真等は、ACCU、モンゴルユ

ネスコ国内委員会の作成する資料やホームページなどの紙・電子媒体で、随時使用、

掲示・掲載されます。 

(2) 参加者から提出される申請書類にある情報は、プログラム準備・運営のため、必要に

応じて、モンゴルユネスコ国内委員会に共有されます。 

17. COVID-19 感染対策 

厚生労働省ならびに東京都の感染対策ガイドラインに則り実施します。なお、東京集合時は

スタッフを含め参加人数を会場定員の 50%未満にするとともに、マスク・フェイスシール

ド・消毒液などを準備します。国内都道府県を跨ぐ移動制限がかかった場合は、全日程自宅

からの参加とする可能性もあります。 

18. お問い合わせ 

ご質問等がございましたら ACCU（ユネスコ･アジア文化センター TEL 03-5577-2853） 

担当者・小澤・天満（accu-exchange_ml@accu.or.jp）までお問い合わせ下さい。 

 


