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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、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

キャリア開発やプライベート活動の参考にしたい方

人材開発／育成を担当している企業人事の方

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



講座案内

 オリエンテーション
基調講演では、社会やビジネス環境の最前線の動向を学びます。

また、多様なバックグラウンドの受講者と交流する機会となります。

共通  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

視点を拡げ、新たなビジネスアイディアを創出させるプロセスを体験いただきます。

選
択

共
通

社会的企業家を輩出するため、多様な生き方や働き方を体験し、社会的企業家とともに社会

づくりに参画するプログラムを提供します。   http://www.shiftlab.jp

選択

2016.7.11（月）18:00-20:00 
場所：イトーキ東京イノベーションセンター SYNQA1DAY オリエンテーション

オリエンテーション・ガイダンス

エネルギー、高齢化、地域づくりなど、様々な課題を機会に変える日本の成長の
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、
丸の内プラチナ大学の期待と可能性を伝えます。

基調講演   プラチナ社会への道筋
－多様なナンバーワンづくり－

丸の内プラチナ大学  学長：小宮山宏

オプション：シフトラボ　

7月中旬～11月上旬コース講座2～8DAY

良い意味での〝ヨソモノ“がプチ移住や二地域居住を通じて街おこ
しの担い手になるには！市町村の課題と挑戦を学び、解決に向けた
プランを討議し策定します。

ヨソモノ街おこしコース 【定員30名】1

講師：松田智生　協力：鹿児島県伊仙町、岩手県八幡平市、神奈川県三浦市

7月13日（水）スタート

一億総活躍社会が叫ばれる中、画期的な障がい者雇用によりダイ
バーシティ・マネジメントにイノベーションを起している企業をフィー
ルドワークし、経営者から直接価値観と方法論の極意を学びます。

障がい者雇用コース 【定員30名】7

講師：海津歩、ゲスト講師：渡邉幸義 、大山泰弘

8月6日（土）スタート

東京近郊の地域の課題を知り、ビジネス、ソーシャル両面からのア
プローチによって課題解決を行うプロセスを学びます。

地域デザインコース 【定員20名】3

講師：岩井秀樹　協力：杏林大学

8月1日（月）スタート

CSVの先行実践事例を通じて、「社会イシュー」を起点に多様なセク
ターとの協働で市場を創る、ビジネスの組み立て方を学びます。

CSV実践コース 【定員30名】4

講師：臼井清　協力：一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会

7月26日（火）スタート

NPO や中小企業の経営課題のサポートを通じて、自らのビジネス
パーソンとしての強みやスキルを再確認しながら、社会課題とそれに
向きあう経営者のマインドや志を学びます。

事業戦略プロボノコース 【定員30名】5

講師：塚本恭之　協力：フューチャーレイド合同会社、他

7月29日（金）スタート

選択コースの概要案内、講師紹介を行います。

電力自由化が進む中、全国各地で再生可能な自然エネルギ―活用に
よる地域シフトにチャレンジしている企業経営者の現場に学び、実際
にビジネスに関わっていけるノウハウやスキルも身に着けます。

自然エネルギーシフトコース  【定員30名】6

講師：鈴木亨　ゲスト講師：菊池貞雄、大場龍夫、小出浩平、鈴木智晴、 大野航輔

8月3日（水）スタート

テーマ概要
鹿児島県伊仙町
出生率日本一と長寿の
徳之島伊仙町。奄美の
離島の活性化を考えよう

岩手県八幡平市
高原のリゾートエリア
が挑戦する地方創生
を考えよう

神奈川県三浦市
三崎マグロで有名な三
浦市が目指す健康半
島構想を考えよう

アグリフードビジネスや都市と農村をつなぐ観光や6次産業化など、
「食と農」をテーマとした地域活性化に向けた実情と課題を知り、多
様な観点からのイノベーティブなアプローチを学びます。

農業ビジネスコース 【定員20名】2

講師：中村正明　協力：東京農業大学 生物産業学部、北海道網走市、茨城県阿見町、茨城県行方市

8月4日（木）スタート



丸の内プラチナ大学　学長

小宮山 宏（こみやま ひろし）
三菱総合研究所  理事長
プラチナ構想ネットワーク  会長
東京大学第 28 代総長

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。

丸の内プラチナ大学　副学長

松田 智生（まつだ ともお）
株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会研究センター
主席研究員・チーフプロデューサー

専門は超高齢社会の地域活性化、アクティブシニア論。
2010 年三菱総研の新政策提言プロジェクト「プラチナ
社会研究会」を創設。近年は地方自治体の地方創生、街
おこし構想に数多く参画する。政府日本版 CCRC 構想有
識者会議委員。共著に「シニアが輝く日本の未来」、「3
万人調査で読み解く日本の生活者市場」。

担当：ヨソモノ街おこしース

担当：自然エネルギーシフトコース

渡邉 幸義  株式会社アイエスエフネット  代表取締役
大山 泰弘  株式会社日本理化学工業  会長

菊池 貞雄  北海道バイオマスリサーチ株式会社  代表取締役
大場 龍夫  株式会社 森のエネルギー研究所  代表取締役
小出 浩平  ワタミファーム＆エナジー株式会社  代表取締役

鈴木 智晴  パワーシェアリング株式会社  代表取締役
大野 航輔   株式会社リトル・トリー  代表取締役

担当：障がい者雇用コース

講師　鈴木 亨 （すずき とおる）
特定非営利活動法人北海道グリーンファンド  理事長
一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク理事 

1957年、北海道生まれ。自治体職員、生協職員を経て、
1999 年、NPO 法人北海道グリーンファンド設立し理事・
事務局長に就任。2011 年理事長に就任（現職）。「グリー
ン電気料金制度」を開始し日本初の市民出資型の風力発
電事業を行う。市民風車のパイオニアとして、各地の取り
組みを支援。 

担当：自然エネルギーシフトコース

講師　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
東北芸術工科大学コミュニティデザイン学科  非常勤講師

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：地域デザインコース

講師　塚本 恭之（つかもと やすゆき）
ナレッジワーカーズインスティテュート株式会社  代表取締役
中小企業診断士
プロボネット LLPパートナーコンサル部長

電子機器メーカーにて経営企画や事業開発等を歴任。そ
の傍らでコンサルティングを行うプロボノ団体の理事に就
任し、スモールビジネス（中小・ベンチャー、NPO 等）
への経営課題解決に従事。また、フューチャーセッション
のファシリテーターとしても活躍中。

担当：事業戦略プロボノコース

講師　海津 歩 （かいつ あゆむ）
ヤマトボックスチャーター株式会社  人事部長 
一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク常務理事 
（元）株式会社スワン 代表取締役社長

1985年、アルバイトからヤマト運輸に入社。世田谷の営
業所に所長として就任した当時から、様々なアイディアを
実行し、業績を上げる。以来、各地の営業所長、支店長
を歴任。2005 年から「スワンベーカリー」を経営する株
式会社スワンの代表取締役社長を務める。現在、ヤマト
ボックスチャーター株式会社人事部長。

担当：障がい者雇用コース

講師　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  教授

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

講師　臼井 清（うすい きよし）
志事創業社  代表
企業間フューチャーセンター  理事 / SVP 東京  理事

1984 年に諏訪精工舎（現・セイコーエプソン）に入社。
大阪を振り出しに台湾や英国、ドイツでマーケティングと
HRM 中心に経験を積む。2014 年に学びの開発を支援
するコンサルティング会社「志事創業社」を設立して独立。
ビジネス創発イベントの企画やトライ・セクター・リーダー
育成プログラム開発など、ビジネス・パーソンの活躍の巾
を広げる「志事（しごと）」に邁進中。

担当：CSV 実践コース

ゲスト講師

講師・ゲスト



※ フィールドワークは、別途費用がかかる場合があります。

※ プロジェクトの進行状況により、日程や内容が変更されることがあります。

※ 定員になり次第締め切らせていただきます。お早めにお申し込みください。

※ 最低募集人数に満たない場合、開催しない場合がございます。悪しからずご承知おきください。

スケジュール ※講座内容の詳細は中面をご覧ください

2016.6.12 ver.1

参加費用

￥30,000 （税抜）1 名 1 コースあたり

1DAY

2016

7/11

2DAY

2016

7/13～8/6

3DAY

2016

8/7～8/20

4DAY

2016

8/22～9/3

5DAY

2016

9/5～9/17

6DAY

2016

9/20～10/8

7DAY

2016

10/12～10/22

8DAY

2016

10/24～11/5

共通 選択

丸の内プラチナ大学  事務局

お申し込み・お問い合わせ

※参加の正式連絡 を事務局より連絡させていただき、講座受講料の振込先についてもお伝えします。

締切：2016年7月7日（木）18:00

お問い合わせ platinum@ecozzeria.jp（丸の内プラチナ大学  事務局 ）

お申し込みフォーム

www.ecozzeria.jp/platinum-a.html 詳しくは活動レポートをご覧ください

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

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

2007 年設立。エコッツェリアは、大丸有（大手町・

丸の内・有楽町）エリアのまちづくり推進や情報発

信、各種イベントの開催、CSV ビジネス創発拠点

「3×3Lab Future」の運営などを行う。

松田 智生
副学長

森 卓也
アドバイザー

町野弘明
専務理事・事務局長

服部 直子
SHIFT lab 
ソーシャル・
プロデューサー

2010年設立。産官学の連携をはかり、社会システム

の変革をもって社会課題の解決に取り組むことで、

プラチナ社会の実現を目指す会員組織。会員法人

数 520（2016 年 5月現在）。

2011年設立。ソーシャルビジネスを実践する社会

的企業および企業家によるネットワーク組織。多様

な団体・個人を横断するネットワークとして、地域

経済の活性化と社会の持続的発展に寄与。

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

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

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク
http://socialbusiness-net.com

複数コース受講の場合は、２コース目から受講費を3,000円（税抜）お引きいたします。




