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◎ 新たな学びと挑戦の場をサポート

丸の内プラチナ大学では、40〜50代を中心としたビジネスパーソンを対象

としたキャリア講座を提供します。講座を通じて創造性を高め、人とつなが

ることで、組織での再活躍のほか、起業や地域・社会貢献等など、参加者

の様々な可能性を広げます。

◎ リアルな“社会課題”に取り組む

座学での理論構築とケーススタディ、さらに現地でのフィールドワークを体験

します。身近で具体的な地域課題を通じて、課題の解決力や新たなアイ

デアを創出するプロセスを身につけます。

ソーシャルビジネスに携わり、課題解決力や実践力、

チームワーク力を学んでみたい方

新規の事業創出や地域課題解決のノウハウなど、

ビジネスにつなげるヒントを得たい方

定年後のキャリアやプライベート活動の参考にしたい方

キャリア講座やセカンドキャリアに向けた準備研修を

考える企業の人事担当の方

長期的視点を持ち、新規事業開発を指向される

事業企画や研究部門担当の方

丸の内プラチナ大学の目的 受講対象者



2015.11.6（金）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo

講座案内

 共通講座
共通講座では、自身の能力やキャリアの棚卸しを行い、チームビルディン

グなどを身につけ、社会やビジネス環境の最前線の動向を学びます。

必須 キャリアデザインワークショップ 全体報告会  コース講座
選択コースでは、ケーススタディやフィールドワークを通じて、参加者の社会的

視野を広げ、新たなビジネスアイデアを創出させるプロセスを体験いただきます。

地域デザインコース 農業ビジネスコース CSV 実践コース

選
択

コ
ー
ス
講
座

必
須

共
通
講
座

40 代、50 代の皆様、人生のセカンドステージの準備は進んでいますか？ 都会を離れ、自然豊かな田舎暮しに憧れを持つ方、地域社会の現状と可能性に関心を持
ち、活躍の場として考えている方、当塾に参加して、地方創生のライフスタイルをシミュレーションしてみませんか？
 ・企画協力：立教セカンドステージ大学プラチナ社会創造研究会、NPO 法人土佐山アカデミー

高知セカンドステージ塾  ～“第二の人生”は、土佐の山間よりいづ～ ※詳細については別途メールにてお問い合わせください

選択

2DAY
2015.10.20（火）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo1DAY

基調講演
アクティブシニアが牽引するプラチナ社会

特別ゲスト：小宮山宏

高齢化や活力ある地域づくりなど、様々な課題
を機会に転じさせる日本の成長の秘訣とは！？
「量的な豊かさを得た市民が求める質の高い
社会の実現」に向けた、アクティブシニアへ
の期待と可能性を伝えます。

キャリアデザインワークショップ（前半）
「自分史」で自身を再発見
講師：岩井秀樹、輿石範子

社会人としての自分のキャリアを振り返ります。
そして日本が抱えている課題を考えるワーク
ショップを通じて、今後のセカンドキャリアを
視野に入れた自分自身の未来を見つめます。

キャリアデザインワークショップ（後半）
組織間コミュニケーションを活性化する

講師：岩井秀樹、輿石範子

今、日本で起きている課題の多くは過去に経験
したことのない複雑な課題です。このコース
では、組織の枠を超えた対話を通じて課題解
決への糸口を見出し未来を形成するホールシ
ステムアプローチの手法を体験し学びます。

地域の課題を知るための講演とオリエンテーション フィールドワークで三鷹市を視察 振り返りと課題解決のためのアイディア創出

2015.11.19（木）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo

東京近郊の地域の課題を知り、多様な観点からのビジネスアプローチによって課題解決を行うプロセスを学びます。

3DAY

地域デザインコース【定員15 名】1 講師：岩井秀樹　協力：杏林大学

2015.11.24（火）13:00-19:00
場所：三鷹市（集合：12:50 JR三鷹駅）4DAY

2015.12.14（月）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo5DAY

農業ビジネスコース【定員15 名】2 講師：中村正明　協力：伊豆熱川 体験する観光農園 丸鉄園

6次産業化への取り組み事例研究とオリエンテーション フィールドワークで伊豆熱川 体験する観光農園 丸鉄園を視察 振り返りと課題解決のためのアイディア創出

2015.11.10（火）18:30-20:30
場所：三菱総研

農業をテーマとして、6次産業化の実情と課題を知り、多様な観点からのビジネスアプローチによって課題解決を行うプロセスを学びます。

3DAY
2015.11.21（土）12:00-16:30
場所：静岡県 伊豆熱川（集合：12:00 伊豆熱川駅）4DAY

2015.11.30（月）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo5DAY

3 CSV 実践コース【定員 30 名】講師：増田典生、笹谷秀光、ツノダフミコ　ファシリテーター：臼井清

東北被災地や本社を構える地域を舞台に、社会との
つながりをビジネスにつなげる企業のケーススタディ

日本創生・地方創生はチャンスの宝庫！創生ビジネス
を商機につなげる起業や地域のケーススタディ

商品を売るマーケティングから、社会形成を
通じた事業創発のケーススタディ

2015.11.12（木）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo

社会課題を解決し、事業創出を同時実現することを目指すCSV(Creating Shared Value)の実践事例を学びます。

3DAY
2015.11.20（金）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo4DAY

2015.12.8（火）18:30-20:30
場所：日本ビル3×3Labo5DAY

ワークショップ・フィールドワーク

ワークショップ・フィールドワーク

講演・ワークショップ

必
須 2015.12.21（月）18:30-20:30   場所：日本ビル3×3Labo6DAY 全体報告会

2015.10.23（金） 場所：東京都内 ｜ 2015.10.30（金）～2015.11.1（日） 場所：高知県高知市 ｜ 2015.11.16（金） 場所：東京都内

オプション：高知 コース　



講師・ゲスト

プログラム
協力パートナー

杏林大学

基調講演　特別ゲスト

小宮山 宏（こみやま ひろし）
プラチナ構想ネットワーク  会長
株式会社三菱総合研究所  理事長

2005年4月東京大学第28代総長に就任。2009年3月
に総長退任後、同年 4 月に三菱総合研究所理事長、東
京大学総長顧問に就任（2015 年 3 月まで）。2010 年 8
月24日、プラチナ構想ネットワークを発足し会長就任。

岩井 秀樹（いわい ひでき）
株式会社キュムラス・インスティチュート  代表取締役
一般社団法人こはく  代表理事

1981 年に東京海上火災保険㈱入社。営業・情報システム・
グループ会社人事を担当。2004 年の合併を機にグループ会
社で知識創造理論に基づく組織変革に取組む。2009 年に
組織の未来課題を対話やデザインの手法で解く場 " フュー
チャーセンター"を立上げた。2012年 6月に退職、地域づく
りコンサルティングとしてキュムラス・インスティチュートを設立。
担当：キャリアデザインワークショップ、地域デザインコース

中村 正明（なかむら まさあき）
株式会社グリーンデザイン  代表取締役 
一般社団法人日本食文化機構  代表理事
6次産業化プランナー 
東京農業大学  客員研究員    関東学園大学  非常勤講師

産・官・学・民の連携や協働をコーディネートしながら、
まちづくりのトータルプロデュースを手掛ける。 東京農大卒の
経歴をいかし、研究者や生産者等とのネットワークをいかし
た6次産業化や農商工連携による商品開発・ブランディング・
販路開拓・ソーシャルビジネスのコーディネートにも尽力。
担当：農業ビジネスコース

笹谷 秀光（ささや ひでみつ）
株式会社伊藤園  常務執行役員  CSR 推進部長

1977 年農林省（現農林水産省）に入省。2005 年環境
省大臣官房審議官、2006 年農林水産省大臣官房審議官、
2007 年関東森林管理局長を経て 2008 年に退官。同年
伊藤園入社、20110-12年取締役、2014 年７月より現職。
著書『協創力が稼ぐ時代―ビジネス思考の日本創生・
地方創生―』ウィズワークス社、『CSR 新時代の競争戦
略 -ISO26000 活用術』日本評論社（2013）
担当：CSV 実践コース

輿石 範子（こしいし のりこ）
Life Creator Laboratory  代表
人材開発コンサルタント／教育ファシリテーター

住宅メーカー営業支援、教育担当を経て、外資系 IT 企
業で組織横断プログラムの設計運用、E- ラーニングプロ
グラム設計等に携わる。その後経営コンサルティングで
電機メーカー等のエリアマーケティング策定に従事。独
立後女性支援プロジェクトの立上げを行う。現在、会議
運営から現場中心のコンサルティング、能力開発やキャ
リア支援を推進している。
担当：キャリアデザインワークショップ、地域デザインコース

増田 典生（ますだ のりお）
株式会社日立製作所  情報・通信システム社　
コーポレートコミュニケーション本部
ブランド戦略部担当部長 兼 ＣＳＲ部担当部長

1985 年株式会社日立ソリューションズ入社。顧客向けＩＴ
教育インストラクター、人財開発部長代理、経営企画部長
等を歴任後、2012 年 4月よりCSR 部長・ブランド戦略部
長を兼任し、CSR・ブランド戦略を担当。2015年4月に株
式会社日立製作所　情報・通信システム社へ転籍、現職。
担当：CSV実践コース

ツノダ フミコ
株式会社ウエーブプラネット  代表取締役･コンセプトナビゲーター
前川崎市議会議員

デザイン思考による人間起点のアプローチで、コン
シューマー向けの商品やサービスのコンセプト･クリエイ
ションをナビゲートしている。2011 年～ 2015 年は川
崎市議会議員を一期務め、市民起点のマーケティング
発想で提案を行い、実効的な行政改革に取り組む。
著書 「喜婚男と避婚男」新潮新書、「女地獄の歩き方」マガジンハウス
担当：CSV 実践コース

臼井 清（うすい きよし）
志事創業社  代表
一般社団法人企業間フューチャーセンター　理事

2014年12月、30年勤めた大手情報機器メーカーを“早期”
退職。ビジネスパーソン向けに、学びの開発プロデュースを
行う「志事創業社」を起業。前職在職中から、他社の志を
同じくする仲間たちと“会社人を社会人に！”をスローガン
に「かなりあ社中」を結成し活動を開始。「共創」イベント
の企画、ファシリテーションなども行う。
担当：CSV実践コース



参加費用

※ コースB農業ビジネスコースのフィールドワークは、別途参加費 3,000 円（昼食代込）がかかります（フィールドワーク当日に徴収いたします）。

※ 講義会場、フィールドワークへの交通費は自己負担となります。

※ プロジェクトの進行状況により、日程は変更されることがあります。

※ 定員になり次第締め切りらせて頂きます。お早めにお申し込みください。

参加費用
(1名 )

フルコース6日間

￥10,000 （税込） ￥6,000 （税込）

1 2 6DAY

コース C：CSV 実践コースコース A：地域デザインコース コース B：農業ビジネスコース

2015.11.10（火） 18:30-20:30 

6次産業化への取り組み事例研究など
2015.11.12（木） 18:30-20:30 

ビジネスにつなげるケーススタディ

2015.11.21（土） 12:00-16:30 

伊豆熱川  体験する観光農園  丸鉄園を視察
2015.11.20( 金） 18:30-20:30

持続可能な発展のためのケーススタディ

2015.11.30（月） 18:30-20:30

振り返りと課題解決のためのアイディア創出
2015.12.8（火） 18:30-20:30 

事業創発のケーススタディ

2015.11.19（木） 18:30-20:30

地域の課題を知るための講演とオリエンテーション

2015.11.24（火）13:00-19:00

フィールドワークで三鷹市を視察

2015.12.14（月） 18:30-20:30

振り返りと課題解決のためのアイディア創出

2015.12.21（月） 18:30-20:30

全体報告会

スケジュール ※講座内容の詳細は中面をご覧下さい

必
須

選
択
コ
ー
ス
講
座

必
須
共
通
講
座

3
DAY

4
DAY

5
DAY

6
DAY

1
DAY

2
DAY

2015.10.20（火） 18:30-20:30

基調講演・キャリアデザインワークショップ（前半）

2015.11.６（金） 18:30-20:30

キャリアデザインワークショップ（後半）

フルコース6日間
+ 1コース

￥16,000 （税込） 

フルコース6日間
+ 2コース

￥19,000 （税込）

主催：一般社団法人エコッツェリア協会　http://www.ecozzeria.jp/

Tel：03-6266-9400　Mail：platinum@ecozzeria.jp

共催：三菱総合研究所 プラチナ社会研究会　http://platinum.mri.co.jp/

丸の内プラチナ大学　事務局

田口 真司
チーフプロデューサー

山下 智子
プロデューサー

松田 智生
アドバイザー

森 卓也
アドバイザー

お申込み・お問い合わせ先 platinum@ecozzeria.jp

ECOZZERIA 
丸の内プラチナ大学レポート
http://bit.ly/1Kcc8CB

詳しくは活動レポートをご覧ください

上記お申込みメールアドレスへ、名前・所属法人名・所属部署名・電話番号・希望するコース
（A: 地域デザインコース、B: 農業ビジネスコース、C:CSV実践コース）を明記の上、お申込
みください。件名に「丸の内プラチナ大学申し込み」と記載ください。

※参加の正式連絡 を事務局よりご連絡させていただき、講座受講料のお振込先についてご連絡させて
いただきます。

共通講座  3日間

2015.10.7 ver.2




