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【プレスリリース】 

    

震災から震災から震災から震災から2222年：年：年：年：被災地から学生被災地から学生被災地から学生被災地から学生70707070名が名が名が名が東京に東京に東京に東京に集結集結集結集結    

「「「「TOMODACHITOMODACHITOMODACHITOMODACHIビヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロー    グローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミー」開催」開催」開催」開催 

                          

2013年2月28日 

公益財団法人 米日カウンシル 

                               一般財団法人 教育支援グローバル基金 

 

 

この度、TOMODACHIイニシアチブと一般財団法人教育支援グローバル基金（東京・渋谷）は、東北の若者を対象とした 

リーダーシップ教育事業「TOMODCHIビヨンドトゥモロー グローバル・リーダーシップ・アカデミー2013」を東京で開

催します。2012年夏にTOMODACHIイニシアチブの下に開催された各プログラムで渡米した学生約400名のうち、選

考によって選ばれた70名が東京に集結し、3日間の対話・ディスカッション形式のプログラムを通してグローバ

ル・アジェンダ（地球規模課題）について学び、その解決のために自らが果たせる役割について考える機会を提

供します。東日本大震災から2年という節目に、グローバルな社会の中で自らが果たすべき役割について考え、

前に進もうとする学生の姿をご取材いただけましたら幸甚に存じます。 

 

 

◆◆◆◆TOMODACHITOMODACHITOMODACHITOMODACHI ビヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロー    グローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミー2012012012013333    概要◆概要◆概要◆概要◆    

日時： 2013 年 3 月 8日（金）～10 日（日） （開催地：東京） 

 

参加者： 東北出身で、2012年夏にTOMODACHIイニシアチブの下に開催された各プログラムで渡米した高

校生・大学生約400名のうち、選考によって選ばれた、将来、グローバルに活躍するリーダー

となることを志す70名。 

 

趣旨：   2 泊 3 日の合宿形式のプログラムを通し、アメリカでの体験をもとに、国際社会で自らが果たすべ

き役割についてグループ毎に提言をまとめ、その提言は、最終日に、各方面のリーダーたちの前で

参加学生自らによって発表されます。 

    

◆参加者プロフィール◆◆参加者プロフィール◆◆参加者プロフィール◆◆参加者プロフィール◆    

10 日（日）の閉会式では、下記２名の生徒代表が、スピーチを行います（メディアの方の閉会式へのご参加は、別紙

のご案内をご覧ください）。 

 

 

【小川彩加（おがわ・あやか）【小川彩加（おがわ・あやか）【小川彩加（おがわ・あやか）【小川彩加（おがわ・あやか）Leelanau SchoolLeelanau SchoolLeelanau SchoolLeelanau School（米国ミシガン州）（米国ミシガン州）（米国ミシガン州）（米国ミシガン州）    12121212 年年年年    今夏卒業予定】今夏卒業予定】今夏卒業予定】今夏卒業予定】    

津波によって家族全員と 18 年間暮らした家を亡くす。自分だけが助かったからには、悔いの

ない人生を送りたいと、かねてから関心のあった海外留学を決意。ビヨンドトゥモロー

TOMODACHI 特別奨学生として、ミシガン州の全寮制高校に留学し、今夏の高校卒業にむけて勉

強に勤しんでいる。自分が多くの人に支えられ、チャンスをもらったように、将来は自分も人

に希望やチャンスを与えられる人間になりたいと、世界で活躍するファッションデザイナーに

なることが夢。 

    

     

 

【【【【有本温子（ありもと・あつこ）有本温子（ありもと・あつこ）有本温子（ありもと・あつこ）有本温子（ありもと・あつこ）St. TimothySt. TimothySt. TimothySt. Timothy’’’’s Schools Schools Schools School（米国メリーランド州）（米国メリーランド州）（米国メリーランド州）（米国メリーランド州）    11111111 年年年年】】】】    

福島第一原発のある大熊町にて被災し、原発から 3キロの距離にある自宅に帰ることができな

くなり、いわき市の仮設住宅へ転居。震災後、国際社会が日本を助けてくれたことへの恩返し

に、将来は、自分よりも大変な状況にある誰かのために想いを馳せ、行動できる人間になりた

いと、地球規模課題の解決に貢献できる外交官になることが夢。その第一歩として、2012 年秋

からビヨンドトゥモローTOMODACHI 特別奨学生としてアメリカ・メリーランド州の高校に留学。

卒業後はアメリカの大学に進学し、幅広い教養を身に着けた人間になりたいと考えている。 
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◆スケジュール◆◆スケジュール◆◆スケジュール◆◆スケジュール◆ 

 内容 会場 

2013 年 3 月 8日（金） 

午後 

 

集合・オリエンテーション・ワークショップ「グ

ローバル・アジェンダとは」 

 

コレド日本橋 

2013 年 3 月 9日（土） 

午前 

午後 

 

海外留学セミナー・ディスカッション 

専門家インタビュー・プレゼンテーション準備 

 

コレド日本橋 

2013年3月10日（日） 

11 時～13 時 30 分 

 

閉会式（政治、行政、ビジネス、ＮＧＯなど各界

のリーダーの前で各チームが提言を発表） 

 

 

東京アメリカンクラブ 

 

※昨年 2012 年の東北未来リーダーズサミットの様子は下記よりご覧いただけます。 

http://beyond-tomorrow.org/program/past-program/tfls2012/ 

 

◆参加者校抜粋（◆参加者校抜粋（◆参加者校抜粋（◆参加者校抜粋（順不順不順不順不同）同）同）同）◆◆◆◆    （避難中、および他県、海外に進学した学生を含みます）（避難中、および他県、海外に進学した学生を含みます）（避難中、および他県、海外に進学した学生を含みます）（避難中、および他県、海外に進学した学生を含みます）    

岩手県岩手県岩手県岩手県    宮城県宮城県宮城県宮城県    福島県福島県福島県福島県    山形県山形県山形県山形県    

一関第一高等学校 石巻高等学校 仙台第一高等学校 会津高等学校 東北公益文科大学 

一関修紅高等学校 石巻好文館高等学校 仙台第二高等学校 安積高等学校 茨城県茨城県茨城県茨城県    

大槌高等学校 石巻商業高等学校 仙台第三高等学校 磐城高等学校 土浦第一高等学校 

大船渡高等学校 石巻市立女子高等学校 仙台二華高等学校 福島工業高等専門学校 水戸商業高等学校 

釜石高等学校 石巻西高等学校 仙台東高等学校 白河高校 東京都東京都東京都東京都    

釜石商工高等学校 黒川高等学校 多賀城高等学校 須賀川桐陽高等学校 早稲田大学 

黒沢尻北高等学校 気仙沼高等学校 東北高等学校 相馬高等学校 神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県    

不来方高等学校 気仙沼西高等学校 名取北高等学校 平工業高等学校 翔洋学園高等学校    

宮古高等学校 佐沼高等学校 宮城第一高等学校 日本大学東北高等学校 沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県    

宮古商業高等学校 聖ウルスラ学院英智高等学校 石巻専修大学 原町高等学校    那覇西高等学校    

盛岡北高等学校 仙台育英学園高等学校 宮城大学 双葉高等学校    海外海外海外海外    

盛岡第四高等学校 仙台高等専門学校  湯本高等学校 Leelanau School（米国） 

    St. Timothy's School（米国） 

    

◆支援◆支援◆支援◆支援企業企業企業企業◆◆◆◆    

バンクオブアメリカ・メリルリンチ     

                         

バンクオブアメリカ・メリルリンチは、復興支援を牽引する若者たちの育成を、継続的に取り組まなければならない

大切な活動と考え、様々な NPO と協働で展開しています。「TOMODACHI ビヨンドトゥモロー グローバル・リーダーシ

ップ・アカデミー」の開催においては、資金的な支援を行うとともに、社員のボランティアがプログラムに参加する

学生をメンターとしてサポートします。 

    

◆◆◆◆TOMODACHITOMODACHITOMODACHITOMODACHI イニシアチブイニシアチブイニシアチブイニシアチブとは◆とは◆とは◆とは◆    

東日本大震災時、米軍と自衛隊が展開した緊急人道支援活動「トモダチ作戦」の協力と友情の精神を基盤に、 

東日本大震災からの日本の復興を支援するとともに、長期にわたり日米両国の将来の世代に投資する官民パートナー

シップ「TOMODACHI イニシアチブ」がうまれました。夢を持ちその実現に向け計画を立て実行する日米の将来を担う若

者が、互いの文化や国を理解し、成功と社会への貢献に必要となる世界中で通用する技能と国際的な視点を備えた

「TOMODACHI 世代」となるよう目指しています。TOMODACHI は米国政府と公益財団法人米日カウンシルが主導し、日本

政府および日米の企業、団体、個人から支援を受けて実施しています。 



                                   

 

 

 

 

 

 3

 

◆ビヨンドトゥモローとは◆◆ビヨンドトゥモローとは◆◆ビヨンドトゥモローとは◆◆ビヨンドトゥモローとは◆    

「ビヨンドトゥモロー」は、東日本大震災で被災した若者がグローバルに活躍するリーダーへと成長するための支援

を目的とした、包括的なリーダーシップ支援事業です。2011 年 9 月には、「夏季ダボス会議ジュニアリーダーズプロ

グラム」、2012 年 8 月には「TOMODACHIサマー2012 ビヨンドトゥモロー 米国プログラム～復興とまちづくり～」を

開催、被災地からリーダー候補を輩出するための取り組みを行っています。また、奨学金を提供する「東北未来フェ

ローズプログラム」および「高校留学プログラム」を運営しています。 

（ウエブサイト： http://www.beyond-tomorrow.org） 

 

 

 

                                                                                     

 

 

以上  

 

 

 

 

 

TOMODACHITOMODACHITOMODACHITOMODACHI ビヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロー    グローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミーグローバル・リーダーシップ・アカデミー2013201320132013    

閉会式／提言発表会閉会式／提言発表会閉会式／提言発表会閉会式／提言発表会                

ご参加お申し込み用紙ご参加お申し込み用紙ご参加お申し込み用紙ご参加お申し込み用紙    

 

この度、3 月 10 日（日）に行う閉会式／提言発表会を是非ご取材いただきたく、ご案内致します。各界のトップ

リーダーたちの前で発信する意欲ある東北被災地の学生たちの、生の声をご取材いただければ幸いです。尚、8

日（金）、9日（土）のディスカッションの模様のご取材をご希望の方は、下記問い合わせ先までご相談ください。 

 

閉会式／提言発表会にご参加いただける場合には、お手数ですが 3333 月月月月 5555 日（火）まで日（火）まで日（火）まで日（火）までに、返信用紙に必要事項を

記入の上、FAX または電子メールにてご返信頂きますようお願い申し上げます。 

 

「TOMODACHI ビヨンドトゥモロー グローバル・リーダーシップ・アカデミー 2013」閉会式  

被災地の学生によるグローバルな課題に求められる施策の提言 

日時 
2013 年 3月 10 日（日） 11：00～13：30 （受付開始 11:00） 

提言発表会／閉会式終了後、メディアの方々を対象としたブリーフィングを行います 

概要 
11：00 受付開始 

11：30 開始、挨拶・各界のリーダーたちからのメッセージ（調整中） 

11：40 頃 学生代表スピーチ 

12：10 頃 発表（チームごとにまとめた提言を発表） 

13：45 頃 合唱 

 

閉会式終了後 別室にてブリーフィング（当財団創設者、学生代表への取材など） 

※進行によりスケジュールは前後する可能性がございます。 

場所 
東京アメリカンクラブ 

 

※ビジネスカジュアル（ジャケット着用、ネクタイ不要）でのご参加を極力お願い申し上げます。 

 

 

【問い合わせ先】一般財団法人教育支援グローバル基金 ｜ ビヨンドトゥモロー 

   担当：西尾   

TEL：080-4233-2409    e-mail： media@beyond-tomorrow.org 
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TOMODACHITOMODACHITOMODACHITOMODACHI ビヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロービヨンドトゥモロー    グローグローグローグローバル・リーダーシップ・アカデミーバル・リーダーシップ・アカデミーバル・リーダーシップ・アカデミーバル・リーダーシップ・アカデミー2013201320132013    

閉会式／提言発表会閉会式／提言発表会閉会式／提言発表会閉会式／提言発表会                

ご参加お申し込み用紙ご参加お申し込み用紙ご参加お申し込み用紙ご参加お申し込み用紙    

3333 月月月月 5555 日（火）までにご返信ください。日（火）までにご返信ください。日（火）までにご返信ください。日（火）までにご返信ください。    

FAXFAXFAXFAX：：：：03030303----6745674567456745----9100910091009100        

EmailEmailEmailEmail：：：：mediamediamediamedia@beyond@beyond@beyond@beyond----tomorrow.orgtomorrow.orgtomorrow.orgtomorrow.org    

御芳名  

 

 

御社名  

 

 

御媒体名  

 

 

部署名  

 

 

TEL  

 

FAX 

 

 

 

Email  

 

ご参加人数 

 

 

___________人 

お持込機材

の有無 

 

有り  ・  無し 

（ある場合には、スチールカメラ、ビデオカメラなど具体的にご記入ください） 

 

 


