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丸の内プラチナ大学の目的
◎ 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20〜30 代を含めたビジネ
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

受講対象者
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、

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

ビジネスにつなげるヒントを得たい方

など、参加者の様々な可能性を広げます。

キャリア開発やプライベート活動の参考にしたい方

◎ 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
ディアを創出するプロセスを身につけます。

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

講座案内

共通

オリエンテーション

選択

コース講座

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。

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

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。

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。

DAY

共通

基調講演

1

2017.7.14（金）18:30-20:30

オリエンテーション

プラチナ社会への道筋

場所：3×3 Lab Future

地球温暖化や資源枯渇、少子高齢化、格差問題など現代社会が抱える課題は多岐

にわたる。しかし、今ここで正しい方向に舵を切れば、私たちは明るい未来に。

−新ビジョン２０５０−
丸の内プラチナ大学 学長：小宮山宏

その実現に向けた丸の内プラチナ大学への期待と可能性を伝えます。

オリエンテーション・ガイダンス

選択コースの概要案内、講師紹介を行います。

DAY

2〜8

コース講座

Advanced：実践に向けた具体的な課題解決や価値創造を目指すコース

B a s i c：全体背景や実体を学び具体的アイディア創発を目指すコース

1 ヨソモノ街おこしコース【定員 30 名】

Advanced Basic

講師：松田智生

テーマ概要

「丸の内で学び地域で輝く」を合言葉に、良い意味での「ヨソモノ」
が地方創生の担い手になるために、市町村の課題や挑戦を学び、解
決策を討議し策定します。

2 農業ビジネスコース【定員 20 名】

Advanced

講師：中村正明

福島県会津若松市

歴史と文化とヘルスケ
アの城下町モデルを考
えよう

山口県山口市

明治維新策源地から始
まる地方創生モデルを
考えよう

茨城県笠間市

東京から 90 分、陶芸
とアートの街の近郊モ
デルを考えよう

3 観光おもてなしコース【定員 30 名】

Basic

講師：吉田淳一

選択

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、“東

京の食と農” をテーマに、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。

4 CSV 実践コース【定員 30 名】

Advanced

講師：臼井清 ゲスト講師：笹谷秀光

これまでの日本の自然観光スタイルとは、少し視点を変えて『観光』

×○○×『人』の掛け算で、各地域がまだ気づいていない唯一無二の
観光資源を皆さんと掘り起こしてみたいと思います。

5 パラレルキャリア実践コース【定員 30 名】 Advanced
講師：塚本恭之

「社会貢献 ×ビジネス＝？」の公式を本気で解きたい方と、
事業アイディ
アを具体化するコースです。実際に動くためのノウハウやネットワーク
を、この機会で得てください！

6 SDGｓビシネスコース【定員30名】

Basic

講師：小出浩平 ゲスト講師：川北秀人、森田裕之、板持周治、高津玉枝、戸羽太

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。

7 Social SHIFT テーブルコース【定員 12 名】

Advanced Basic

講師：町野弘明 ゲスト講師：横石知二、海津歩、藤田和芳、鈴木亨、池内計司

SDGs の先進的な取り組みを行う大手企業やソーシャルビジネス事業者 フューチャーインの視点から事業展開を図っている、メディアでも活躍

が、各地域で展開しているサステナブル・ビジネスの事例を学ぶことで、 中のソーシャルアントレプレナーを囲み、少人数でソーシャルな飲食も
SDGs の実践や地方創生関連など事業開発の可能性を探ります。

オプション：シフトラボ

楽しむ寛いだ雰囲気で、未来構築や人間力などその極意を学びます。

社会的企業やソーシャルタウンの創発を図るため、多様な働き方やアクションの実践により、社会
的企業家とともに進める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

講師・ゲスト
丸の内プラチナ大学 学長

松田 智生（まつだ ともお）

小宮山 宏（こみやま ひろし）

三菱総合研究所

三菱総合研究所 理事長

プラチナ社会センター

丸の内プラチナ大学副学長

プラチナ構想ネットワーク 会長
東京大学第 28 代総長

1966 年東京生まれ

2005 年 4 月東京大学第 28 代総長に就任。2009 年 3 月に

主席研究員

慶應義塾大学法学部政治学科卒業

専門は地域活性化、アクティブシニアのライフスタイル。高

総長退任後、同年 4 月に三菱総合研究所理事長、東京大

知大学客員教授。2010 年に三菱総研の新政策提言プロジェ

学総長顧問に就任（2015 年 3 月まで）。2010 年 8 月 24 日、

クト「プラチナ社会研究会」を創設。内閣府高齢社会フォー

プラチナ構想ネットワークを発足し会長就任。

ラム企画委員。石川県ニッチトップ企業評価委員。高知県
移住推進協議会委員。著書に「日本版 CCRC がわかる本」
担当：ヨソモノ街おこしース

講師

中村 正明（なかむら まさあき）

講師

吉田 淳一（よしだ じゅんいち）

東京農業大学 客員研究員／

株式会社ＮＴＴデータ

６次産業化プランナー、大丸有「食」「農」

ジャパン・ショッピング・ツーリズム協会

関東学園大学 教授

オープンイノベーション事業創発室部長

連携推進コーディネーター

理事

1987 年ＮＴＴ入社。様々な新規サービスの企画・設計・開発・

産・官・学・民の連携や協働をコーディネートしながら、まち

営業を経て、昨今のオープンイノベーションと言われている新

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

業等の支援を行っている。また『吉田劇場』なる講演名称で、

路開拓・ソーシャルビジネスのコーディネートにも尽力。

年間 80 本を超える講演活動を通じて、ビジョナリティ的活

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

たな社会インフラの創造において、政府、省庁、自治体、企

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

世の中のトレンドを映像で御覧頂く新しい講演スタイルで、
動を実施中。

担当：農業ビジネスコース

講師

担当：観光おもてなしコース

臼井 清（うすい きよし）

合同会社志事創業社

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 代表取締役

代表

プロボネット LLP パートナー
企業間フューチャーセンター

1984 年に諏訪精工舎（セイコーエプソン）に入社。大阪を

代表理事

振り出しに台湾や英国、ドイツでマーケティングと HRM 中

電子機器メーカーにて経営企画や事業開発等を歴任時より、

向けた “学び” をプロデュースする志事創業社を設立し独立。

スモールビジネス（中小・ベンチャー、NPO 等）の経営課

心に経験を積む。2014 年、ビジネス創出やキャリア開発に

ビジネスコンサルティングを行うプロボノ団体の理事に就任。

「人生 100 歳時代、幾つになっても進行形」をモットーに

題解決に従事。プロボノを企業人材育成に活用するナレッ

Age100.ing の活動を実践中。『丸の内プラチナ大学』創設

ジワーカーズインスティテュート社を設立、大手企業とスモー

メンバーの一人。

ルビジネスの交流による価値創造に尽力

担当：CSV 実践コース

講師

担当：パラレルキャリア実践コース

小出 浩平（こいで こうへい）

講師

町野 弘明（まちの ひろあき）

特定非営利活動法人サスティナブルコミュニティ研究所 常務理事

株式会社ソシオ エンジン・アソシエイツ 代表取締役社長

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク フェロー

SHIFT lab ソーシャルプロデューサー

一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク 専務理事

ワタミファーム & エナジー株式会社 代表取締役

1989 年戸田建設入社、製薬工場建設業務に従事。2006 年ミ

流通企業、社会情報系シンクタンクを経て、2001 年、日本

再生可能エネルギー、電力小売、林業などを立ち上げる。

ム「株 式 会 社ソシ オ エンジ ン・アソシエイツ」を 創 業。

社執行役員兼務、
2003 年持続可能な地域づくりのためサスティ

経済団体「一般社団法人ソーシャルビジネス・ネットワーク」

担当：SDGｓビジネスコース

担当：Social SHIFT テーブルコース

スミ入社、工場村プロジェクトを担当。2009 年ワタミ入社、

初のソーシャル・マーケティング専門のプロデュース・ファー

2014 年ワタミファーム & エナジー代表取締役就任、2016 年本

2010 年、日本初のソーシャルビジネス事業者を中心とした

ナブルコミュニティ研究所設立、各地の支援に取り組む。

の設立に関わり、専務理事・事務局長に就任。

ゲスト講師

担当：CSV 実践コース

笹谷 秀光

担当：SDGｓビジネスコース

川北 秀人 ＩＩＨＯＥ [ 人と組織と地球のための国際研究所 ] 代表
板持 周治 雲南市役所 政策企画部 地域振興課 主査
戸羽 太 岩手県陸前高田市長

森田 裕之
高津 玉枝

担当：Social SHIFT テーブルコース

横石 知二
藤田 和芳
池内 計司

海津
鈴木

株式会社伊藤園

常務執行役員 CSR 推進部長

株式会社いろどり 代表取締役社長

株式会社大地を守る会 代表取締役社長

IKEUCHI ORGANIC 株式会社 代表

歩
亨

キリンホールディングス株式会社 グループＣＳＶ戦略担当

株式会社福市 /Love&sense 代表取締役

元 株式会社スワン 代表取締役社長／ヤマトボックスチャーター株式会社 人事部長
特定非営利活動法人北海道グリーンファンド 理事長兼事務局長

参加費用
1 ヨソモノ街おこしコース【定員30 名】
講師：松田智生

講座数：全 8 回

2 農業ビジネスコース【定員 20 名】

受講費：32,000 円（税別）

講師：中村正明

講座数：全 6 回

受講費：40,000 円

（フィールドワーク費込・税別）

3 観光おもてなしコース【定員 30 名】
講師：吉田淳一

講座数：全 4 回

4 CSV 実践コース【定員 30 名】

受講費：16,000 円（税別）

講師：臼井 清

5 パラレルキャリア実践コース【定員 30 名】
講師：塚本恭之

講座数：全 8 回

講座数：全 8 回

受講費：32,000 円（税別）

6 SDGｓビシネスコース 【定員30 名】

受講費：32,000 円（税別）

講師：小出浩平

講座数：全 6 回

受講費：24,000 円（税別）

7 Social SHIFT テーブルコース【定員 12 名】
講師：町野弘明

講座数：全 6 回

受講費：54,000 円
（飲食費込・税別）

単発受講 1 講座 5,000 円
（税別）
、
Social SHIFT テーブルコースのみ １講座 12,000 円
（税別）
複数コース受講の場合は、
２コース目から受講費を4,000 円（税抜）値引きいたします。

※ フィールドワークは、
別途費用がかかる場合があります。

※ 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。

※ 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。

※ 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。

お申し込み・お問い合わせ
お申し込みフォーム

詳しくは活動レポートをご覧ください

www.ecozzeria.jp/platinum2017-a.html

ECOZZERIA

丸の内プラチナ大学レポート
http://bit.ly/1Kcc8CB

※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。

お問い合わせ

platinum@ecozzeria.jp

（ 丸の内プラチナ大学 事務局 ）

丸の内プラチナ大学 事務局

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

2007 年設立。エコッツェリアは、大丸有（大手町・丸

2010 年設立。産官学の連携をはかり、社会システムの

2011年設立。
ソーシャルビジネスを実践する社会的企

の内・有楽町）エリアのまちづくり推進や情報発信、

変革をもって社会課題の解決に取り組むことで、プラ

業および企業家によるネットワーク組織。多様な団

チナ社会の実現を目指す会員組織。会員法人数 515

体・個人を横断するネットワークとして、地域経済の

各 種 イベ ント の 開 催、CSV ビ ジ ネ ス 創 発 拠 点

活性化と社会の持続的発展に寄与。

「3×3Lab Future」の運営などを行う。

（2017 年 5 月現在）。

田口 真司

松田 智生

森 卓也

町野弘明

服部 直子

チーフプロデューサー

副学長

アドバイザー

専務理事・事務局長

SHIFT lab
ソーシャル・
プロデューサー

