参

加

費

1 逆参勤交代コース【定員40 名】

用

第 7 期生
募集中 !

6 変革の時代のSDGs 経営実践コース【定員40 名】

講師：松田 智生 講座数（座学）
：6 回 受講費：30,800 円（税込）

講師：笹谷 秀光 講座数（座学）
：4 回 受講費：22,000 円（税込）

フィールドワーク受講料：各 10 各 33,000 円
（税込）
※注
※現地迄の交通費は自己負担となります。

7 Social SHIFT テーブルコース【定員 15 名】

Region
of Japan

講師：石井 綾 講座数（座学）
：4 回 受講費：33,000 円（税込）

2 アグリ・フードビジネスコース【定員 30 名】

（飲食費込み）

講師：中村 正明 講座数（座学）
：6 回 受講費：30,800 円 （税込）

2022 年 8 月 31 日

8 ローカル to グローバル展開実践コース【定員 30 名】

3 繋がる観光創造コース【定員 30 名】

開 講

講師： 桝本 博之 講座数（座学）
：7 回 受講費：35,200 円（税込）

講師：吉田 淳一 講座数（座学）
：6 回 受講費：30,800 円（税込）

9 再生可能エネルギー入門コース 【定員30 名】

4 アートフルライフ コース【定員 30 名】

丸の内

講師：三上 己紀 講座数（座学）
：7 回 受講費：35,200 円（税込）

講師：臼井 清 講座数（座学）
：7 回 受講費：35,200 円（税込）

5 ライフシフト起業コース【定員 30 名】

講師：前野 マドカ 講座数（座学）
：7 回

受講費：35,200 円（税込）

受講費は Day1の共通講座も含みます。

※ 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。

※ プログラムの進行状況により、
日程や内容が変更されることがあります。

※ 複数コース受講の場合は、
２コース目から受講費を4,400 円（税込）値引きいたします。

※ 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。

※ 注 主催旅行：株式会社ウインド
総合旅行業務取扱管理者：小澤多恵 東京都知事登録旅行業 2-5523 号

あなたの

お申し込み・お問い合わせ

お申し込みフォーム

PLATINUM
UNIVERSITY

プラチナ大学

10 ウェルビーイングライフデザインコース 【定員 30 名】女性限定

講師：塚本 恭之 講座数（座学）
：7 回 受講費：35,200 円（税込）

MARUNOUCHI

「今後ありたい姿」

Tokyo
Marunouchi

「今すべきこと」

www. ecozzeria.jp/platinum2022.html

詳しくは活動レポートをご覧ください

とは？

ECOZZERIA

丸の内プラチナ大学レポート
https://bit.ly/2v8xPVI

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 企画

丸の内プラチナ大学 企画・事務局

エコッツェリア協会

未来共創イニシアティブ
https://icf.mri.co.jp/

http://www.ecozzeria.jp/

三菱 総合研 究 所の「プラチナ社 会研 究
会」と「未 来共 創イノベーションネット
ワーク」
が統合し、2021 年に
「未来共創イ
ニシアティブ（ICF）
」が発足。
産官学の約
530 の会員を有し、社会課題解決と実装
を目指す。

2007 年設立。
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。

丸の内プラチナ大学の目的

一般社団法人 ソーシャルビジネス・ネットワーク

受講対象者

株式会社サンプラックス
https://www.spix.co.jp/

http://socialbusiness-net.com
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。

2008 年に設立。
丸の内朝大学、丸の内保健
室など、イベントの実施やエリアマネジメン
ト、コミュニティづくり、新規事業をあらゆる
角度から総合的にサポートいたします。

丸の内プラチナ大学 スタッフ
松田 智生

田口 真司

小西 政弘

長倉 有輝

町野 弘明

村田 素子

副学長

副学長

クリエーター

クリエーター

プロデューサー

クリエイター

◎ 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。仕事を通じて培ってきた知識やネットワークを活かし、受講
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、

キャリア開発やプライベート活動の参考にしたい方

起業や地域・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。

人材開発／育成を担当している企業人事の方

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。
FSC®森林認証紙、ノンVOCインキ（石油系溶剤０％）など印刷資材と製造工程が環境に
配慮されたグリーンプリンティング認定工場にて、再生可能エネルギー100％で印刷。
印刷会社が所有する施設や車両、購入した電力などエネルギーの製造時に排出される
CO₂全量をカーボンオフセット（相殺）した「CO₂ゼロ印刷」で印刷しています。

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

座学での理論構築とケーススタディ、さらにオプションで現地でのフィールド

オプション：シフトラボ

チームワーク力を学んでみたい方

生自身のキャリアアップのみならず、社会に還元できる人を育てます。講

◎ リアルな“社会課題”に取り組む

協力：

ソーシャルビジネスに携わり、課題解決力や実践力、

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

会場

：3×3Lab Future
DAY
基調講演

講座案内

1

オリエンテーション

共通

プラチナ社会への道筋

丸の内プラチナ大学 学長：小宮山 宏

オリエンテーション・ガイダンス
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

DAY

2〜

【定員40 名】
（全 6回）

松田 智生（まつだ ともお）

選択

2 アグリ・フードビジネスコース
【定員 30 名】
（全 6回）

講師

中村 正明（なかむら まさあき）

3 繋がる観光創造コース
【定員 30 名】
（全 6回）

吉田 淳一（よしだ じゅんいち）

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
経営革新等認定支援機関
越境プロデューサー

選択コースの概要案内、講師紹介を行います。
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。

静岡県伊東市 2 月 3 日
（金）
〜5日
（日）
テーマ：観光×移住×定住促進型逆参勤交代

一般社団法人 ソーシャルビジネス・ネットワーク
事務局長

( 有 ) ワタミファー
ム 代表取締役

冨澤ファーム ４
代目

松本 玄太

（まつもとげんた）

NPO 法人 LAMP
代表

元気な地域・人とリアルに繋がろう！「ファーマー（農業）
」と「フィッシャーマン（漁業）
」が、
地域の価値とコト体験観光の醍醐味を直接お伝えします。講座を通じて、どんどん地域・
人と繋がって、新たなライフスタイル（QOL）を創造しませんか？ あなたの人生にとって
Well-Beingな地域が見つかるかもしれません。
その他ゲスト多数！
ゲスト講師

永岡 里菜

大坂 宇津実

（なかおか りな）

ＮＴＴデータ グローバルデジタル
戦略担当 シニアスペシャリスト
宮崎県小林市 PR 大使
吉田劇場支配人

（おおさか うつみ）

株式会社おてつたび
代表取締役 CEO

㈱ AGRI STREET
代表取締役
BBLINK ㈱
専務取締役

長谷川 琢也

（はせがわ たくや）

一社フィッシャーマン・
ジャパン Co-Founder
SeaSO

【定員 30 名】
（全7回）

講師

臼井 清（うすい きよし）

事業開発アーティスト

合同会社志事創業社 代表

アートナビゲーター（美術検定 1 級）

リモートワーク続きで、少し鈍った五感を、アートを通じてリフレッシュしませんか？ “多彩”
なゲストをお迎えしてのインプットトークや、頭と身体を動かすワークショップなどで、アート
の魅力と可能性を、様々な視点から体感し、人生を豊かにする感性を磨きます。
「正解」の
無い世界で、
「わからない」を楽しめる、
自分らしい「アートフルライフ」を一緒に見つけましょう。
コースアシスタント

有留 もと子

（ありどめ もとこ）

ブックライター。イ
ンタビュアー。ゆめ
のたねラジオ放送局
「art は野となれ山と
なれ」パーソナリティ

ゲスト講師

「アート」に対する自分の “常識”
大谷 郁
を、今期も様々な視点から揺り
（おおたに いく） 動かしていきます。アートが大
東 京 都 庭 園 美 術 好きな方も、最近ちょっと気に
館 学 芸 員（教 育 なるようになった方も、実はアー
普及担当 ) 他
トは苦手という方も、あなたの
「アート」を再発見しませんか？

※他、伝統工芸家や IT エンジニアなど、多彩なゲストが登壇予定です。

税理士

富岡 秀忠

株式会社熊谷組
経営戦 略室コーポレートコミュニ
ケーション部 サステナビリティ推進
グループ 課長

（とみおか ひでただ）

日本製紙クレシア株式会社 /CSV
プロジェクト

人生をソーシャルな方向へ。未来志向型ビジネスや、新しい生き方・働き方を実践するソーシャル・
アントレプレナーと語り合う中で、ウィズコロナ時代のライフシフト、ワークシフト、ビジネスシフト
のヒントを探ります。金曜の夜、食事をとりながらの、くつろいだ雰囲気の中での語らいの場です。

石井 綾（いしい あや）

ゲスト講師

堤 香苗

森 由美子

（つつみ かなえ）

株式会社キャリア・マム
代表取締役

（もり ゆみこ）

特定非営利活動法人パンゲア
理事長

※他、毎回魅力的なソーシャル・アントレプレナーをゲストにお招きします。

8 ローカル to グローバル展開実践コース
【定員 30 名】
（全 7 回） オンライン

講師

桝本 博之（ますもと ひろゆき）

昨年に引き続き、コロナ禍で距離の枠を超えた活動ができるようになった今こそ、国内での
展開に限ることなく海外への展開を如何に進めるべきかを実践形式で試行し、具現化する
コースです。
ゲスト講師

B-Bridge International, Inc.
Founder/CEO
Silicon Valley Japan College
発起人 及び 学長

堀口 正裕

谷津 孝啓

（ほりぐち まさひろ）

株式会社第一プログレス
代表取締役社長
TURNS プロデューサー

（やつ たかひろ）

株式会社 IRODORI 代表取締役

※海外との時差を考慮して、講義の時間帯を相談させていただく可能性があります。

9 再生可能エネルギー入門コース
【定員 30 名】
（全 7 回）

講師

三上 己紀（みかみ みき ）

立命館大学客員研究員 /
（一社）大丸有環境共生型
まちづくり推進協議会
R&D コーディネーター

この講座では「再エネをイチからわかりやすく」学びます。ESG・SDGs 推進に向けて期待される
再生可能エネルギー。2050 年のカーボンニュートラル達成に向けて注目されています。
洋上風
力やバイオマス、
水素、
もちろん太陽光、
さらに熱の活用など
「再エネの今」
が全てわかります。
ゲスト講師

10 ウェルビーイングライフ
デザインコース

【定員 3０名】
（全 7 回）女性限定
講師

前野 マドカ（まえの まどか）

EVOL 株式会社代表取締役 CEO
慶應義塾大学 SDM 研究所 研究員
一般社団法人ウェルビーイングデザイン 理事

松尾 博志

（まつお ひろし）

長崎海洋アカデミー
講師 /NPO 法人長崎海
洋産業クラスター形
成推進協議会 エグゼク
ティブコーディネーター

協賛：

4 アートフルライフコース

古田島 里枝

（こたじま さとえ）

【定員 15 名】
（全 4 回）

福井県福井市 11 月 25 日
（金）
〜27 日
（日）
テーマ：エリア・リノベーション活性化型逆参勤交代

冨澤 剛

ゲスト講師

7 Social SHIFT テーブルコース
講師

（とみざわ つよし）

一般社団法人
Work Design Lab
代表理事

※講師およびゲスト講師の都合によりオンライン開講になる可能性もあります。

新潟県妙高市 1 月 13 日
（金）
〜15 日
（日）
テーマ：未来人材育成型逆参勤交代

井関 俊幸

吉村知子

（よしむら ともこ）

にらみ、SDGs の 17 目標だけでなく、169 のターゲットに当てはめて「各論にまで踏み込んだ SDGs 経営」
に突入しています。世界的視野に立った「経営の変革」を著書「Q&A SDGs 経営」をベースに読み解きます。

笹谷 秀光（ささや ひでみつ）

広島県福山市 10 月 14 日
（金）
〜16 日
（日）
テーマ：多様な人材活躍のまちで体験と学びの逆参勤交代

（いせき としゆき）

石川 貴志

（いしかわ たかし）

株 式 会 社 シール
ズ 代表取締役

千葉商科大学 教授・博士（政策研究）
株式会社 伊藤園 元取締役
グローバルビジネス学会 理事
サステナビリティ日本フォーラム 理事

【フィールドワーク・スケジュール・トライアル逆参勤交代】

農業を自分でやってみたい！農家さんのパートナーとして日本の農業を支えたい！と考え
られている方等を対象に、魅力的な 6 次産業化に取り組む生産者をゲストに招き、日本の
食と農業の現状と課題や今後の方向性を実践的に学びます。

澤田 玲奈

（さわだ れいな）

【定員 40 名】
（全 4 回）

逆参勤交代は期間限定型ワーケーションです。今年度は広島県福山市、福井県福井市、福
岡県北九州市、新潟県妙高市、静岡県伊東市を対象に、東京講座では各市長が逆参勤交代
への期待を語り、各地で２泊３日のトライアル逆参勤交代を実施します。

福岡県北九州市 12 月 16 日
（金）
〜18 日
（日）
テーマ：ヨソモノ×住民の街づくり逆参勤交代

ゲスト講師

6 変革の時代のSDGs経営実践コース「混迷の時代の羅針盤「SDGs」を使いこなす−SDGs でグレートリセットー」先進的企業では ESG 投資も

10 コース

６次産業化プロデューサー
関東学園大学 教授
東京農業大学 客員研究員
大丸有「食」
「農」連携推進コーディネーター

講師

【定員 30 名】
（全 7 回）

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。
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。

ゲスト講師

人生 100 年時代の今、一つの組織はもちろん時には組織自体から離れて、自分自身のビジネ
スを始めたいと希望する方が増えています。本講座は “自分らしい” 起業の準備を学び、ビジ
ネスパーソンでありながら、自身のビジネスを考える方のためのコースです。

選択

丸の内プラチナ大学 副学長
高知大学 客員教授
三菱総合研究所
主席研究員 チーフプロデューサー

講師

5 ライフシフト起業コース

2022.8.31（水）18:30-20:30

講師

1 逆参勤交代コース

講師

講師・ゲスト

芦澤 正美

一般財団法人電力中央研
究所エネルギートランス
フォーメーション研究本部
・研究統括室長
芦澤 正美

・プ ラントシス テ ム
研究部門上席研究員
大高 円

市川 和芳

一般財団法人電力中央研
究所エネルギートランス
フォーメーション研究本部
・研究戦略担当
市川 和芳
・研究戦略担当
森田 寛

本講座では、自分らしく幸せに働き、生き生きと幸せに生きる人生をデザインするためのヒントをと
もに学びます。2 年目の今年度は「困難を乗り越えること」を基本テーマに据え、参加者それぞれが
何を目指して人生を生きたいのかを明確にしながら、幸せに歩む仲間とともに人生を共創します。
ゲスト講師

石渡 美奈

（いしわたり みな）

ホッピービバレッ
ジ株式会社 代表
取締役社長

田中ウルヴェ 京

（たなかウルヴェ みやこ）

スポーツ心理学者
( 博士 )
五輪メダリスト
慶應義塾大学
特任准教授

前野 隆司

（まえの たかし）

慶應義塾大学大学院シ
ステムデザイン・マネジ
メント研究科 教授 慶應
義塾大学ウェルビーイ
ングデザインセンター長

