
2014年8月20日
丸の内朝大学企画委員会

　丸の内朝大学企画委員会は、大手町・丸の内・有楽町地区の既存施設をキャンパスとした地区
内就業者・来街者らに向けた市民大学「丸の内朝大学」の2014年秋学期を10月6日(月)から12
月下旬まで、平日毎朝7時～8時台に開講します。 

　2009年の開校から6年目、通算18期目を迎える今期は、8学部27クラスを設置。新丸ビル
10Fの「エコッツェリア」や、イノベーション創造拠点「EGG JAPAN（東京21cクラブ）」な
ど大丸有エリアのキャンパス全13会場で3カ月にわたり授業を行います。 

　出勤前の時間に関心のあることを学び、同じ興味を持つ人々と出会う場を提供し、コミュニティ
を形成してきた丸の内朝大学。2009年の開校から現在までにのべ受講生が1万人を超え、多様な
人々が集まる学びのコミュニティとして成長してきました。 コミュニティの成熟にともない、ア
イデア創出・課題解決型のクラスも拡充。「ウェルフェアプロデューサークラス」では、「ウェ
ルフェアトレード（公正な社会福祉取引）」という考え方のもと、障がいのある人たちの仕事と
社会をつなぐ方法を模索します。 

　そのほか今学期は、既存のルールを見直して新しいスポーツを提案する「球技発明クラス」
や、家の原型「小屋」を通じて暮らし方や住まいのあり方について考える「小屋と秘密基地クラ
ス」を新規開講。「ミュージカル観劇クラス」はミュージカル好きの受講生が企画した、劇場が
多く集まる丸の内エリアならではのクラスです。 

　丸の内朝大学は、朝の時間を楽しむ場であるとともに、アイデアやプロジェクトが生まれる場
として機能しており、今後も価値創造の場を社会に提供していくことを目指します。

丸の内朝大学2014年 秋学期 27クラス 10/6開講

PRESS RELEASE

開講期間：2014年10月6日～12月下旬／会場：新丸ビル他 大手町、丸の内、有楽町地区全13会場 
申込受付：2014年9月11日～先着順で申込締切／主催：丸の内朝大学企画委員会

　2009年4月開校。大手町・丸の内・有楽町エリア全体をキャンパスに、朝7時台から開講す
る市民大学。持続可能なまちづくりを行う当エリアから、省エネルギー化、低炭素化につなが
る朝型ライフスタイルへのシフトを提案し、環境配慮型行動の定着をはかっている。  

　3カ月を1学期とし、春・夏・秋の3期開講する講座には年間でのべ約3,000人が参加。各講
座の開発のコンセプトは「丸の内で」「朝に」だけしか体験できないもの。30代のビジネスパー
ソンを中心に、年齢、性別、職業、勤務地も様々な人が学んでいる。 課題解決型のクラスが多
いことが特長で、地域や都市、社会全体の課題解決に取り組む活動は講座の枠を超え、自主的
なソーシャルプロジェクトとして発展し、朝の定期的な学びの場を通して醸成した都市型コミュ
ニティが、世の中にグッドシフトを起こしている。

▶丸の内朝大学とは

※「丸の内朝大学」は学校教育法上の「大学」ではなく、一般社団法人などによって運営される環境配
慮型行動の定着を目的とした市民大学です。

家との関係を考える「小屋と秘密基地クラス」新規開講

課題解決型クラスでは、最終回の授業でプレゼン
テーションを実施

2009年の開講からのべ受講生1万人を突破。受講生が企画したクラスもスタート。

「奄美シマ唄クラス」では実際に奄美地方を訪れ、
島の人々からシマ唄の手ほどきを受ける。

ワークショップ形式でアイデアを出すクラス多数



■正式名称：丸の内朝大学(まるのうちあさだいがく) 

■主催：丸の内朝大学企画委員会(以下3団体により組成) 

一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 / エコッツェリア協会(一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会) / 

特定非営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会 

■キャンパス：大手町・丸の内・有楽町地区の既存施設　　　 

■受講生募集方法：9月11日（木）より、オフィシャルWEBサイト(www.asadaigaku.jp)にて申し込み(先着順)　 

■受講料：各クラス実施者によって設定(3ページ目に詳細) 

■開講時間：AM7:15 ～AM8:15  ※一部クラスを除く 

■開講期間：2014年10月6日(月) ～ 12月下旬(予定)　各講座全6～9回 

■募集人数：20～50名(クラスにより異なる)　　 

■開講講座：8学部27クラス 

■コンテンツ実施者 (2014年秋学期)： 
株式会社R-body project / ATHLONIAトライアスロンアカデミー / イシス編集学校 / 株式会社umari /  
ぐーんと奄美 一般社団法人奄美群島観光物産協会 / good mornings株式会社 / 一般社団法人国際オーガニックセラピー協会 /  
有限会社シューツアンドトーン(Breavo-para) / 株式会社スティルウォーター / 体内対話株式会社 / 株式会社タニタ / 継未-TUGUMI- /  
ティップネス丸の内スタイル / 東北復興・農業トレーニングセンタープロジェクト運営委員会 / 株式会社都市設計 H.O.M.E. Project /  
公益社団法人日本フィランソロピー協会 / 株式会社ハーバー研究所 / 株式会社バウム / 丸の内チアダンスプロジェクト / 株式会社リコレクト /  
株式会社ロハスインターナショナル 

■企画：株式会社umari　■企画制作：株式会社サンプラックス / 株式会社バウム  

■企画協力：有限会社オール・アズ・ワン / カフェ・カンパニー株式会社 / クロードモネ H2O AVEDA Salon&Spa / 小岩井フレミナール /　　　
一般財団法人国民公園協会皇居外苑 / 株式会社資産デザイン研究所 / JUUICHI / 松竹芸能株式会社 /  
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 / Daichi & keats /とかちの・・・ / 株式会社都市設計 H.O.M.E. Project / トラフ建築設計事務所 /  
にっぽんの・・・ / 株式会社花園万頭 / BISTRO DOUBLE / 株式会社ビッグイーツ / 株式会社プロントコーポレーション / 株式会社maimai / 
MARUNOUCHI Bike & Run / 株式会社リベルテ / 株式会社リラク 

■協力：EGG JAPAN(東京21cクラブ) / KAITEKI CAFE / 株式会社地球快適化インスティテュート / 東京金融ビレッジ /  
株式会社ニッポン放送 / 丸の内タニタ食堂 / 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 / 有限会社ヨガワークス / RESTAURANT CAFÉ GARB 

■協賛：ぐーんと奄美 一般社団法人奄美群島観光物産協会 / 鹿児島県観光交流局観光課（観光かごしま大キャンペーン推進協議会） /  
TAC株式会社 / 株式会社ハーバー研究所 

■特別協賛：三菱地所株式会社 /

丸の内朝大学 2014年秋学期　概要

▶授業発！農業を通じた復興アイデアがビジネス化に向け前進
東京の社会人と東北の生産者が協力して、農業ビジネス創出による復興支援を目指す「東北復興・農業
トレーニングセンタープロジェクト」。丸の内朝大学で「農業復興プロデューサーカリキュラムin東京」
を、仙台を中心にして「農業経営者リーダーズネットワークin東北」を2013年より開講しています。  
丸の内朝大学では初の通年開講である本クラス。2013年度受講生の約80名はビジネス化を目指し、グ
ループ毎に以下の様なアイデアを実行に移しています。

PRESS RELEASE

•日本ではほとんど生産されていないスペイン野菜「パドロン」の販路拡大に取り組んだ結果、キリン
シティ全39店舗で9月中旬までメニュー採用に成功。 

•東北産の食材をつかって仲間と朝ごはんをつくって食べる「コミュニティキッチン」のイベントを7月
に開催。横浜にオープンしたばかりのシェアキッチンで、今後定期的に実施予定。 

•福島のお母さんが東京へ出張し、おふくろの味を伝授する「須賀川農縁’sキッチン」を開催。 
•岩手県の遠野や江刺など、東北側の受講生が農業を営む地域ををテーマに、農家や地方への旅を提案
するガイドブックを制作。

※現在2014年度のカリキュラムが進行中。

全国39店舗展開のビアホールで「パドロン」がメニュー採用！9月中旬まで

http://www.asa-univ.jp


※クラス表記は略称です。内容は変更になる場合があります。★印は新規開講クラス。 
※週末のフィールドワークや別曜日開催を含むクラスがあります。詳細はWEBに掲載。

2014年秋学期　開講クラス一覧（8学部27クラス）

朝大学では各クラス2名ずつ、ファシリテーターとして受
講生のなかから「クラス委員」を選出しています。クラス
委員はブログ形式で、各クラスの様子をレポートしていま
す。是非ご覧ください。
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http://tv.asadaigaku.jp/

http://asadaigaku.jp/

クラス名 学部 曜日 定員 プログラム 
回数

学費 会場

通年 農業復興プロデューサーカリキュラム 特別開講　通年講座 火 40名 24回 
（うち秋は7回）

¥72,000 
（1年）

新丸の内ビル 10F 
「エコッツェリア」

1 ソーシャルクリエイティブクラス ソーシャルアクション学部 水 40名 8回 ￥37,000

2 武士道クラス2014鹿児島-秋の陣- ルーツ学部 木 40名 8回 ￥38,000

3 奄美シマ唄クラス 地域学部 金 40名 8回 ￥39,000

4 ラジオパーソナリティクラス 表現学部 火 50名 8回 ￥39,000

新丸の内ビル 9F 
「新丸ビルコンファレンススクエア 901」

5 丸の内チアダンスクラス 表現学部 木 36名 8回 ￥38,000

6 「編集力」めざましクラス 丸の内学部 金 36名 8回 ￥39,000

7 焚き火マエストロクラス ソーシャルアクション学部 火 40名 8回 ￥39,000
新丸の内ビル 10F 

「EGG JAPAN(東京21cクラブ)」
8 日本の生活美クラス ルーツ学部 木 40名 8回 ￥35,000

9 ウェルフェアプロデューサークラス ソーシャルビジネス学部 月 40名 8回 ￥36,000

日本ビル 6F 666区
10 念いが伝わる書道クラス 表現学部 火 40名 8回 ￥36,000

11 球技発明クラス　★ ソーシャルアクション学部 木 40名 8回 ￥42,000

12 【女性限定】美しい肌のつくり方クラス 丸の内学部 金 20名 8回 ￥32,400

13 ミュージカル観劇クラス　★ 丸の内学部 月 40名 8回 ￥38,000

ニッポン放送 B2F  
「ニッポン放送 イマジン・スタジオ」

14 カラダ改善クラス からだ学部 火 26名 8回 ￥40,000

15 アートヴォイスメソッドクラス 心体学部 水 26名 8回 ￥52,000

16 生きる哲学クラス 丸の内学部 木 40名 8回 ￥35,000
大手町フィナンシャルシティ 

サウスタワー5F「東京金融ビレッジ」
17 マネーコミュニケーションクラス 丸の内学部 金 50名 6回 ￥49,500

18 ハンド美ふれクラス 丸の内学部 水 40名 8回 ￥40,000
皇居外苑 

「楠公レストハウス」
19 ZEN呼吸法クラス 心体学部 木 35名 8回 ￥40,000

20 小屋と秘密基地クラス　★ ソーシャルアクション学部 月 40名 8回 ￥39,000
丸の内仲通りビル 1F 

「RESTAURANT CAFÉ GARB」
21 心理メソッドクラス 丸の内学部 木 40名 8回 ￥39,000

22 秋仕様ダイエットメソッドクラス からだ学部 金 20名 8回 ￥37,500 Marunouchi BRICK SQUARE 4F 
「ティップネス丸の内スタイル」

23 タニタ式ボディファンデーションクラス 心体学部 木 40名 8回 ￥44,000 国際ビル B1F 
 ｢丸の内タニタ食堂｣

24 トライアスロンクラス からだ学部 水 30名 8回 ￥37,000 新丸の内ビル B1F 
「MARUNOUCHI Bike & Run」

25 丸の内遊び人クラス 丸の内学部 火 40名 8回 ￥34,000
大手町ビル1F 

「KAITEKI CAFE」
26 歌舞伎探求クラス ルーツ学部 水 40名 8回 ￥38,000

27 YOGA for ビジネスパーソンクラス 心体学部 火 30名 9回 ￥39,000 有楽町電気ビル 南館 2F 
「スタジオ・ヨギー TOKYO」

今年4月に開局した、丸の内朝大学のインターネット放送局。受講生が平日毎
朝8時から10分間、生放送しています。月に一度は、一時間の特番も放送。 
※9月はスタジオ移転のため放送休止

クラス委員ブログ　http://asadaigaku.jp/blog/class/

受講生がクラスの様子をブログで紹介！


