TOMODACHIイニシアチブ

TOMODACHI Initiative

Investing in the Next Generation 次世代への投資
The TOMODACHI Initiative is a public-private partnership between
the U.S.-Japan Council and the U.S. Embassy in Tokyo, with
support from the Government of Japan. Born out of support for
Japan’s recovery from the Great East Japan Earthquake,
TOMODACHI invests in the next generation of Japanese and
American leaders through educational and cultural exchanges and
leadership programs.

TOMODACHI イニシアチブは 、 目指す公益財団法人米日
カウンシルと在日米国大使館 が 主導する官民パートナー
シップで、東日本大震災後の復興支援活動から始まりま
した。教育、文化交流、リーダーシッププログラム などを通
して、日米の次世代リーダーの育成を行っており、日本国政府
からの支援も受けています。

We seek to foster a “TOMODACHI Generation” of young
American and Japanese leaders who are committed to and
engaged in strengthening U.S.-Japan relations, appreciate each
other’s countries and cultures, and possess the global skills and
mindsets needed to contribute to and thrive in a more cooperative,
prosperous, and secure world.

日米関係の強化のため、互いの文化や国を理解し両国へ
の繫栄に貢献し、また国 際 的 な ス キ ル や 考 え 方 、 意
思 決 定 能 力 を 備 え た リ ー ダ ー 「TOMODACHI世代」の
育成を目指しています。

Our Programs プログラム
Educational Programs

Leadership Programs

Cultural programs

Provide educational opportunities for
students to study abroad and gain
experience in each other’s countries.
留学体験などを通して、 互いの文化に触れ
あい、日米両国の若者の交流を深めます。

Help the next generation of entrepreneurs
and leaders develop skills and expertise
that will guide them towards success.
次世代のリーダーや起業家に対しスキルや
専門知識を提供し、事業を成功に導くため
のサポートを行います。

Provide a gateway in sports, music, and the
arts for Japanese and Americans to learn
and develop an enduring interest.
文化交流プログラムは、スポーツ、音楽、芸術
において日米両国の人々が互いの文化を学び、
興味を持ち続けるきっかけとなるものです。

Alumni Programs
Aims to continue to empower young
leaders with the experiences, skills, and
confidence to achieve their dreams and
contribute to a better world.

TOMODACHIプログラムの経験を活かし、
日米の若者に夢を実現し、社会に貢献す
るための経験、スキル、自信を与え続け
ることを目的としています。

TOMODACHI Initiative Donors
Founding Strategic Partners

(As of August 2022）

($1,000,000 or more, with initial donation in 2012)

ファウンディング・ストラテジック・パートナー

($1,000,000 or more)

Strategic Partners
ストラテジックパートナー

Sponsors

($100,000 to $1,000,000)

協賛企業

($10,000 to $100,000)

Supporters
支援企業

ExxonMobil Japan ┃ Hayasaka Tax Accountants’ Office Co., Ltd. ┃ Imperial Hotel, Ltd. ┃
Japan Association of Charitable Organizations ┃ KPMG AZSA LLC ┃
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP ┃ Tricor K.K.
エクソンモービル・ジャパン合同会社┃ 早坂毅税理士事務所 ┃株式会社帝国ホテル┃
公益財団法人 公益法人協会 あずさ監査法人┃
オリック・ヘリントン・アンド・サトクリフ ┃外国法事務弁護士事務所┃ トライコー株式会社
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