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オーストラリアと日本は自由民主主義の価値観と確固とした
ルールに基づくグローバルな秩序への利益を共有しています。
私たち両国は、平和、安全、安定性、開放性を確保するべく、ア
ジア太平洋および世界の様々な戦略的課題に日頃より取り組
んでいます。今日、私たちの関係はこれまで以上に強く、密接
に、かつ重要なものになっています。

　今後数年にわたって、オーストラリアと日本の間で新しい協
力関係を養成していくことは、両国の絆をさらに深いものと
し、お互いの理解を高める上で重要です。共通のアジェンダに
取り組むことで、両国は、戦略的、経済的、社会的、文化的なお
互いの利益をますます認識することになるでしょう。

　私たちは、あらゆるフィールド、そしてセクターにおいてつな
がりを深め、そしてオーストラリアと日本の未来の世代のリー
ダーたちへの投資をしなくてはなりません。そうすることによ
って、将来世代が両国の関係を維持し、さらに発展させていく
ためのスキル、知識、ネットワークを持つためです。

　日豪若手対話 「AJYD」 は、将来の二国間の関係を強める
ための、独立で無党派のイニシアティブです。

　第1回のAJYDは、2017年7月、メルボルンで開催されまし
た。そこでは20人の優秀なオーストラリアと日本の若手のプロ
フェッショナルが集まり、意見交換を行いました。

　第2回のAJYDは2019年11月、東京で開催されます。こ
のような若手対話のイベントの回数が重ねられるにつれて、 
AJYDの歴代の参加者グループは、両国の関係と将来のため
の若手の分野横断的なネットワークへと成長していくでしょ
う。
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上から下へ： 参加者はオー
ストラリア、日本、およびイギ
リスのトップジャーナリスト
によるメディアとガバナンス
のパネルディスカッションに
参加；2017年AJYDのプロ
グラム；Linda Dessau知事

（ビクトリア州）によるリセ
プション。
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上から下へ：オーストラリア
および日本の専門家（参加者
のTomohiko Satake博士含
む）は両国の戦略的パートナ
ーシップについてのセッショ
ンに参加；参加者はオースト
ラリア・ニュージーランド商工
会議所名誉会長のMelanie 
BrockにCrown Melbourne
に招待された；イノベーショ
ンとアントレプレナーシップ
のパネルにて、専門家を紹介
する参加者のたむらこうへい
氏。
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「…AJYDは、我々の優秀な若手のリーダーたちが協
力し、意見を交換する素晴らしいフォーラムです。」
 
    Malcolm Turnbull
   第29代オーストラリア首相

「私は、この対話が、我々の知的な意見交換と相
互の理解をさらに推し進めるとともに、あなたがた
の光輝く将来への道を築き、発展し続ける日本と
オーストラリアの関係をさらに強めることにつなが
るでしょう。」

安倍晋三日本首相

PRIME MINISTER

MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER

AUSTRALIA–JAPAN YOUTH DIALOGUE

Australia and Japan are close friends and partners, standing together as advocates of 
open trade, growth that supports inclusive economic opportunity, and innovation to 
drive prosperity and better living standards.

Our commitment to regional stability and international good citizenship is a 
fundamental part of our relationship, and one of the many reasons we work together so 
well.

As an opportunity to forge even stronger ties between our nations, the Australia-Japan 
Youth Dialogue is a wonderful forum for our brightest young leaders to collaborate and 
exchange ideas and perspectives.

It is a chance to consider issues of significance to the Australia-Japan relationship and to 
renew our enthusiasm and commitment for the task of cooperation.

Australia and Japan’s future growth and prosperity depends on the passion, energy and 
fresh approach of young people like you.

New ideas and input help rejuvenate and refresh our societies and economies, ensuring 
that we continue to progress and adapt to a rapidly changing world.

I trust you will enjoy the program, and that your discussions are not only productive, but 
strengthen your idealism and faith in the value of friendship and cooperation between 
our peoples.

The Hon Malcolm Turnbull MP
Prime Minister of Australia

30 March 2017
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「私は、このAJYD―それは両国
の関係を間違いなく強めることに
なるイニシアティブです―が、将
来長年にわたって続くことを望ん
でいます。」

「参加者と知り合い、かつまた両国が
協力出来る見込みのある分野が多く
あることを知ることが出来る素晴らし
い経験でした。」

参加者からの声

「AJYDは、オーストラリアと日本
の若手のリーダーが我々の二国間
関係の重要性を認識し、互いに協
力して何が出来るかを理解する素
晴らしい機会です。」

「AJYDは、両国の関係を発展させ、絆を強め
るという目的を持つ多様な若手のプロフェッシ
ョナルとつながり、友人になるというかけがえの
ない機会を提供してくれました。」

「運営委員会とスポンサーの方々へ、
初のAJYDがスムーズに開催されたこ
とをうれしく思います。この対話の中
で扱われた重要なトピックを通じて、
私たち両国の関係の深さと広さを学
ぶことが出来ました。」
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上から下へ：2017年の日豪
対話の参加者、パネルディスカ
ッション、チームメンバーの写
真；AJYDの参加者Manabu 
Sawa ; 参加者である
Gentaro Habuが2017年の
日豪対話にて質問をする姿
Centre for Independent 
Studies のディレクターであ
るTom Switzer氏は、Cutler 
and Co.でのディナーで自身
のトランプ政権についての分
析を披露した。

参加者からの声
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上から下：2017年
AJYDでの参加者の
Kylie PinderとTamaki 
Nobuhiko 博士；参加者の
Cristina Merino、Penny 
Alexander、Jarrod 
Clague、オーストラリア外務
省のLiza Wattsの写真；参加
者がオーストラリア国際問題
研究所のエグゼクティブディ
レクターのMelissa Conley 
Tylerにリードされながら導入
のセッションで初対面。
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AJYDのパートナー
AJYDの開催は、ビジョンを共有する政府、企業、シンクタンク、大学、NPOの手厚い支援がなければ実
現することがありませんでした。2017年の以下のパートナーおよび支援者に感謝いたします。

共同設立パートナー

主要パートナー

戦略的パートナー

支援団体

The
Government

of
Japan
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上から下へ：最後に参加者は
ビクトリア州のナショナル・ギ
ャラリーの北斎の展示を訪
問；参加者のHeather Chai
はビクトリア州政府でHong 
Lim議員の写真を撮。
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上から下：メルボルンの
Government House を訪
ねる参加者；ビジネス・貿易・
投資のパネルディスカッショ
ンに召集される専門家；「特別
な」戦略的パートナーシップ
についてのセッションに臨む
参加者。
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AJYD運営チーム
AJYDは、オーストラリアと日本で活動する献身的なボランティアメンバーのグループに
よって運営されている。

David Lang ：AJYDの会長。2017年から2018年の間、オーストラリア前外務大臣
Julie Bishop議員のアドバイザーを務めた。以前は、オーストラリア戦略政策研究所に
所属し、アナリストや「ストラテジスト」誌の編集を担当した。

Cristina Merino ：AJYDの日本代表。現在は、2019年ラグビーワールドカップのカ
スタマーリレーションズのトップを務めている。以前は、オーストラリア・ニュージーラ
ンド商工会議所の日本支部のエグゼクティブディレクターを務めた。

Kevin Placek ：2016年にAJYDチームに参加。外務省の政策担当。かつては米国社
会科学研究評議会の東京事務所でシニアプログラムアシスタントを務めた。河野太郎
やDr. Michael Green の下でのインターンも経験。

Erin McCullagh：兵庫県淡路島における地域再生プロジェクトに従事。以前は、オー
ストラリア政府に勤務。オーストラリア国立大学在学中には、歌舞伎クラブの代表を務
めた。

D’Arcy Butler：現在、メルボルン市政府に在籍し、かつて6年間メルボルン日本総領
事館に勤務。The Australia Japan Society of Victoria の共同代表であり、the 
National Federation of Australia Japan Societies の委員会のメンバーも務め
る。

Eve Bentley：東京の国際法律事務所にてパラリーガルとして勤務。以前はオーストラ
リア・ニュージーランド商工会議所やイギリス大使館でインターンを経験。また、東京の
オーストラリア大使館でパブリックディプロマシーに従事。2018年1月 にはオーストラ
リア・ニュージーランド商工会議所ユースエンパワーメントプログラムを共同で立ち上
げるなどしている。

David Hiroyuki Murakami：2019年に慶應義塾大学大学院経済学研究科で修士号
を取得。2015年から2016年の間、西オーストラリア州政府の内閣府政策担当を務め
ていた。そして、2016年にオーストラリア国立大学の国会フェローシッププログラムで
来日し、3ヶ月間日本国会義員事務所で務めていた。

Jesse Tucek：Curtin Universityで化学と日本語のダブルデグリープログラムに在
籍。2017年、オーストラリア外務省の新コロンボプラン奨学金で来日。三菱商事、JR
東海、オーストラリア・ニュージーランド商工会議所などでインターンを経験。Curtin 
Universityの新コロンボ計画の大使も務めている。
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上から下へ：2017年
AJYD参加者のDr. Mana 
Takahashi、Gentaro 
Habu、Aya Haruyama
の写真；参加者のNathan 
Herman はAJYD初日、配
布資料に目を通す；ビクトリ
ア州のナショナル・ギャラリ
ーの東洋画・北斎の展示の
企画を担当するMr. Wayne 
Crothers から説明を受ける
参加者たち。
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上から下：前国防軍司令官
でAdmiral (大将)の Chris 
Barrie の下で北朝鮮をテ
ーマとしたシミュレーショ
ンゲームに臨む参加者の
Kanna Mihara とJoshua 
Flannery；参加者のために用
意されたベジマイトサンドイッ
チ；日本とオーストラリアの文
化活動についてセッションを
開催したJason Hayes。
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上から下へ：Richard Court 
(AC) 大使は、東京からビデ
オメッセージを送り、参加者
に祝辞を述べている；エネ
ルギー・気候変動のセッショ
ンのために集められた専門
家；2017年のAJYDで質問す
るAyako Mie。



hello@ajyd.org.au

twitter.com/AJYDialogue

facebook.com/AJYDialogue


