
2014 TOMODACHI – Mitsui & Co. 
Leadership Program 

2014年9月7日-9月15日 
 @シリコンバレー、ワシントンD.C. 
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使命 
 TOMODACHIイニシアチブとは、東日本大震災後の日本の復興支援から生まれ、

教育、文化交流、リーダーシップといったプログラムを通して、日米の次世代の
リーダーの育成を目指す官民パートナーシップです。 

ビジョン 
日米関係の強化に深く関わり、互いの文化や国を理解し、より協調的で繁栄し
た安全な世界への貢献と、そうした世界での成功に必要な、世界中で通用する
技能と国際的な視点を備えた日米の若いリーダーである「TOMODACHI世代」の
育成を目指しています。 

TOMODACHIの目指すもの 

2014年のTOMODACHIプログラム 
• 教育    25プログラム 
• 文化交流   17プログラム 
• リーダーシップ  26プログラム 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


TOMODACHIの組織体制 

etc. 
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研修の概要 
• オリエンテーション（東京：6月26日～28日） 
プログラム概要説明 
アメリカ人・日本人参加者との交流 
（愛知・岩手・岡山・沖縄・福岡） 
アメリカ研修準備について 

• アメリカ研修（9月7日～15日）  
企業訪問・面談 
文化交流 
ネットワーキング 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


訪問都市 
• 9月7日～9日 シリコンバレー 
• 9月10日 移動日 
• 9月11日～9月13日 ワシントンD.C. 

時差：－16時間 
涼しやすい気候 

時差：－13時間 
少し蒸し暑い 

移動時間：約5時間 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


面談者・訪問企業 
政治家 企業家支援 

実業家 

2日目 2日目 3日目 

3日目 

5日目 

5日目 

5日目 

6日目 

左からDan Okimoto, 
John Roos 

USJC（Suzanne）、
Joaquin 

左からThomas Schieffer, Richard Armitage, 
Christopher Johnstone, Norm Mineta 

左からDarren Kimura, Plug & Play（Philip 
Vincent）、Singularity（Regina Nijima）、
Halcyon Incubator（Sachiko Kuno） 

左からIDEO（David Agnelli）、Ecopia（Sam 
Araki）、Lockheed Martin（Micheal Otterbled） 

Presenter
Presentation Notes
Darrent Kimura -> Darren KimuraIDEA -> IDEOThomas Shieffer -> Thomas Schieffer
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Summary（学んだこと） 
 リーダーシップとは 

⇒ Leader do the Right things. 正しいと思うことを、自ら進んで実
践する。やり遂げるためのPassionはNeedsや自分がしたいと
思うことにある。 

 日米関係の重要性と連携強化 
⇒ 米国のアジアへの影響力の低下、中国の台頭等により、より

緊密な日米関係が重要となってくる。 
 日系人について 

⇒ 日系人の歴史について、3世以降の世代へ教育として普及。
日本人も、日米関係の構築の上で重要との見方が強まる。 

 企業家育成の風土あり方について 
⇒ シリコンバレーに代表される、『失敗を恐れない』、『まずやっ

てみる』という考え方。 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


9月7日 （1日目） 
• サンフランシスコ到着 

 
 
 

 

サンフランシスコ市内（ツインピークスより） 

ゴールデンゲートブリッジ 

フィッシャーマンズワーフ 
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9月8日 （2日目） 1/2 
• ダニエル・オキモト （スタンフォード大学名誉教授） 

 
 
 
 
 

• ダレン・キムラ（実業家） 
 
 

 日系人の歴史について 
 シリコンバレーにおける

経済発展の背景 
 産学官連携した教育体

制など 

 企業経歴について（7社
企業） 

 リーダーシップ・企業家
精神について 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


9月8日 （2日目） 2/2 
• ジョン・ルース（前駐日米国大使） 

 
 
 
 

 
• フィリップ・ビンセント（福岡県サンフランシスコ事務所） 

 
 

 若い世代とのつながり
について 

 福島訪問時の体験 
 沖縄問題について 
 大使としての仕事と経

験など 

 Plug & Playとは 
 企業家支援の概要 
 福岡県サンフランシス

コ事務所の役割など 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


9月9日 （3日目） 1/2 
• Singularity University （レジーナ・ニジマ） （企業家支援） 

 
 
 
 
 

• デビット・アグネル（実業家・企業家支援） 
  デザイン・コンサルタント 

 どのようにデザインを提
案するか 

 顧客と共同で開発するス
タンス 

 科学技術の特異点について、様々な分野の技術革新
が急速に早まる点があるとの理論 

 例：光る植物、Googleグラス、Iphoneが先生へ 

Presenter
Presentation Notes
レジーナ・ジーマ -> レジーナ・ニジマ　（たぶん）
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9月9日 （3日目） 2/2 
• サム・アーク、コーイチ・ニシムラ（実業家） 

 
 

 
 

 Ecopiaとは 
 有機栽培の野菜・土壌改良の

歴史 
 企業家精神について 

 あきらめない事 
 まずやってみること 
 リスクを恐れない事 

 海外での事業展開について 
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9月11日 （5日目） 1/2 
• スザンヌ・バサラ （U.S.-Japanカウンシル） 

 
 
 
 

• ロッキード・マーティン（ミッチェル・オッターブラッド） 

 日米関係について 
 米日カウンシルについて 

 F35について 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


9月11日 （5日目） 2/2 
• ハルシオン・インキュベーター（サチコ・クノウ） 

 
 
 
 

 
• ホアキン・カストロの第一秘書 

 
 

 企業家支援の仕組みとして
新たなプログラムを立ち上
げた 

 14か月のプログラム 
 広域防災IIGR（イーガ）につ

いて 

 日米関係について 
 エネルギー情勢に

ついてなど 

Presenter
Presentation Notes
ジョークイン・カストロ -> ホアキン・カストロ　（スペイン語読みなので「Jo」は「ホ」と読むらしいです。）
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9月12日 （6日目） 1/3 
• トーマス・シーファー （政治家） 

 
 
 
 
 

• リチャード・アーミテージ（政治家） 
 米国のアジアに対す

る影響力低下 
 シェールガスの輸出 
 リーダシップとは 

 中・日・米の均衡を保つた
めに、日米関係の連携が
重要。 

 貿易が重要な要素 
 教育も重要 
 技術革新によるエネル

ギーの多様化など 

http://www.google.co.jp/url?q=http://usjapantomodachi.org/&sa=U&ei=ezcEVPq_AcSl8AXfxoLICA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFvjfps1if6WFj7vFsQ3Wp574gmoA


9月12日 （6日目） 2/3 
• クリストファー・ジョンストン（防衛相） 

 
 
 
 

• ノーマン・ミネタ（政治家） 
 
 

 日系人の歴史について 
 成功の秘訣 

 アジアの平和維持につい
てなど 

Presenter
Presentation Notes
クリストファー・ジョーンストーン -> クリストファー・ジョンストン　（日本の新聞報道ではこのようなカタカナ表記になっているようです）
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9月12日 （6日目） 3/3 
• 塚田公使との懇親会 

 

塚田公使、Suzanne氏 

代表団、大使館メンバー 

公使宅 

懇親会の様子 
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9月13日 （7日目） 
• ワシントンDC視察 

リンカーンメモリアルにて 朝ジョグ 

リンカーン ペンタゴン（車窓） 全米日系米国人記念碑 
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9月13日 （7日目・帰国後） 

成田にて リンカーンメモリアルにて 
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TOMODACHI Mitsui & Co 2014 
日本人代表団 

吉富 峰昭 
岡山県 

栃木 美穂 
岩手県 

横井 一輝 
愛知県 

渡辺 伸也 
福岡県 

吉田 悠 
岩手県 

角田 純一 
福岡県 

平良 真衣 
沖縄県 

小山 匡 
福岡県 

波照間 陽 
沖縄県 

菅野 努 
愛知県 
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TOMODACHI Generation 
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