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参加費用

第 3 期生
募集中 !

5 女性起業家支援コース【定員 30 名】

1 逆参勤交代コース【定員30 名】
講師：松田智生 講座数：全 3 回（座学） 受講費：12,000 円
（税別）

講師：塚本恭之

講座数：全 6 回

受講費：32,000 円（税別）

地域フィールドワーク受講料：各 30,000 円
（税別）※注
（岩手県八幡平市・茨城県笠間市・熊本県南阿蘇村）
※現地までの交通費は受講者自己負担。
なお八幡平市と南阿蘇村は補助予定

6 SDGｓビジネス速修コース 【定員30 名】
講師：笹谷秀光

2 アグリ・フードビジネスコース【定員 20 名】
講師：中村正明

講座数：全 8 回

受講費：32,000 円 （税別）

講座数：全 6 回

講師：石井 綾

受講費：44,000 円（税別）

開 講

丸の内

8 シリコンバレーチャレンジコース【定員 30 名】

受講費：24,000 円（税別）

講座数：全 8 回

受講費：32,000 円（税別）

受講費：32,000 円（税別）

現地フィールドワーク（11 月予定）

※ 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。

※ 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。

お申し込み・お問い合わせ

あなたの

お申し込みフォーム

「今後ありたい姿」
詳しくは活動レポートをご覧ください

www.ecozzeria.jp/platinum2018-a.html

ECOZZERIA

丸の内プラチナ大学レポート

platinum@ecozzeria.jp

Tokyo
Marunouchi

「今すべきこと」
とは？

（ 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

丸の内プラチナ大学の目的
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 エコッツェリア協会
http://www.ecozzeria.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

2011年設立。
ソーシャルビジネスを実践する社会的企

変革をもって社会課題の解決に取り組むことで、プラ

の内・有楽町）エリアのまちづくり推進や情報発信、

業および企業家によるネットワーク組織。多様な団

各 種 イベ ント の 開 催、CSV ビ ジ ネ ス 創 発 拠 点

体・個人を横断するネットワークとして、地域経済の

チナ社会の実現を目指す会員組織。
全会員数491組織

「3×3Lab Future」の運営などを行う。

活性化と社会の持続的発展に寄与。

松田 智生

森 卓也

田口 真司

井上 航太

町野 弘明

服部 直子

副学長

アドバイザー

副学長

プロデューサー

専務理事・事務局長

SHIFT lab
ソーシャル・
プロデューサー

※注 主催旅行：株式会社ウインド

オプション：シフトラボ

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

企業や行政・個人によるソーシャル・イノベーションを目指し、多様な働き方や生き方の実践により、
社会的企業家と共に社会づくりを図るプログラムを提供します。 http://www.shiftlab.jp

印刷事業において発 生するCO 2 全てをカーボンオフセット（相殺）した「CO 2 ゼロ印刷」で印刷しています。また印刷会社は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ているグリーンプリンティング認定工場です。

◎ 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

2010 年設立。産官学の連携をはかり、社会システムの

（2018 年 5 月現在）。

PLATINUM
UNIVERSITY

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

MARUNOUCHI

プラチナ大学

〔オプション〕

4 アートフルライフ・デザインコース【定員 30 名】
講座数：全 8 回

講座数：全 6 回

2018 年 7 月 17 日

※飲食費が含まれます。

講師： 桝本博之

講師：臼井 清

Region
of Japan

受講費：24,000 円（税別）

7 Social SHIFT テーブルコース【定員 15 名】

3 「繋げる」観光コース【定員 30 名】
講師：吉田淳一

講座数：全 6 回

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

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、

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

ビジネスにつなげるヒントを得たい方

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。

◎ 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

2018̲nプラチナ大学CS6 5̲31.pdf 2 2018/05/31 11:06

講座案内
DAY

共通

基調講演

1

オリエンテーション

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

講師・ゲスト
4 アートフルライフ・デザインコース

2018.7.17（火）18:30-20:30

【定員 30 名】

場所：3×3 Lab Future

・パネラー 小宮山宏 松田智生 松岡由紀 ・モデレーター 田口真司

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。
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）。

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

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。

2〜8

1 逆参勤交代コース

パネラー

選択

講師

松田 智生（まつだ ともお）

三菱総合研究所
プラチナ社会センター 主席研究員
丸の内プラチナ大学副学長
高知大学客員教授

2 アグリ・フードビジネスコース
【定員 20 名】

講師

中村 正明（なかむら まさあき）

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

1966 年東京生まれ 慶応義塾大学法学部政治学科卒
業。専門は超高齢社会の地域活性化、アクティブシニ
ア論。2010 年三菱総合研究所の新政策提言プロジェ
クト「プラチナ社会研究会」を創設、丸の内プラチナ
大学の創設に参画。政府日本版 CCRC 構想有識者会
議委員、内閣府高齢社会フォーラム企画委員。著書に
「日本版 CCRC がわかる本」
。

松岡 由紀（まつおか ゆき）
東京都出身。Yale大学環境ス
ク ー ル 卒。英 国 で 地 域 再 生
NGOに勤務し2005 年に徳之島
へ移住。翌年から伊仙町に勤
務し、直売所百菜立上げ、い
せん寺子屋などを手掛ける。

ンド” で健康回復と活性化を検討

【フィールドワークスケジュール】

・7 月 26 日
（木）〜 7 月 29 日
（日）
岩手県八幡平市
・8 月 23 日
（木）〜 8 月 26 日
（日）
茨城県笠間市
・9 月 6 日
（木）〜 9 月 9 日
（日）
熊本県南阿蘇村
（阿蘇ファームランド）

都市と地域をつなぐフードツーリズムや商品開発・農産物のオーナー制度など、座学とワーク
ショップ＆農体験等のフィールドワークを組合せたアクティブラーニングで、“６次産業化” を
学びます。
大学で教鞭をとる傍ら、産・官・学・民の連携や協働
をコーディネートし、都市とのつながりをいかした商品
開発やグリーンツーリズム等の支援や、６次産業化・
農商工連携によるソーシャルビジネスのプロデュースを
手掛けている。

ゲスト講師

野口 智弘（のぐち ともひろ）
東京農業大学 教授

5 女性起業家支援コース
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 代表取締役
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 代表理事

6 SDGｓビジネス速修コース
【定員30名】

講師

笹谷 秀光（ささや ひでみつ）

ＮＴＴデータ
金融事業推進部
デジタル戦略推進担当 部長
ジャパンショッピングツーリズム協会理事

イタリアの「アルベルゴ・ディフーゾ」のように町全体で旅行者をもてなし、
「人」と「人」
が繋がる新たな観光スタイルが、世界各地で、発生しています。日本も人・文化を「和える」
ことで、
「繋げる」地域観光を創造してみましょう。
1987 年ＮＴＴ入社。インバウンド・地域創生等を含め、
地域のエコシステム創造において、省庁、自治体、企
業等への講演、コンサル支援を行っている。特に映像
を駆使した『吉田劇場』は、世の中のサービス・技術
トレンドを情報のシャワーのように伝える講演は、年間
90 講演を超える。ジャパン・ショッピング・ツーリズム
協会理事、宮崎県小林市ＰＲ大使等の社外活動も積
極的に取り組んでいる。

ゲスト講師

澤田 玲奈（さわだ れいな）
株式会社シールズ
代表取締役
プロボネット パートナー
国家資格キャリアコンサル
タント

7 Social SHIFT テーブルコース
【定員 15 名】

石井 綾（いしい あや）

一般社団法人
ソーシャルビジネス・ネットワーク（SBN）事務局
株式会社ソシオ エンジン・アソシエイツ
常務執行役員

東大法卒。1977 年農林省入省。環境省大臣官房審
議官、農林水産省大臣官房審議官、関東森林管理局
長を経て、2008 年退官。同年伊藤園入社、取締役、
常務執行役員 CSR 推進部長を経て、2018 年 5 月よ
り現職。伊藤園は第 1 回ジャパン SDGs アワード特
別賞受賞。最新刊『経営に生かす SDGs 講座』新書（環
境新聞社・2018 年）。

人生をソーシャルな方向へ。未来志向型事業を展開するソーシャル・アントレプレナーを囲み、
美味しい飲み物と食事を共にしながら少人数で語り合う中に、ライフシフト、ワークシフト、
ビジネスシフトのヒントがあります。
広告代理店にて ODA を中心とした公的機関の広報
に携わった後、ソーシャル・マーケティング専門会社
に設立時から関わる。その後、日本初のソーシャル
ビジネスの全国組織、ソーシャルビジネス・ネットワー
クの設立に携わり、現 職。三鷹ネットワーク大学、
シフト・ラボ事業などの企画開発に携わる。

ゲスト講師

染谷 ゆみ（そめや ゆみ）

TOKYO 油田 2017 プロジェ
クトリーダー

植田 紘栄志（うえだ ひさし）

株式会社ミチコーポレーション 代表取締役

佐野 一郎（さの いちろう）

株式会社 津々浦々 他

吉田 淳一（よしだ じゅんいち）

松本 隆応（まつもと たかまさ）

ESG 時代を迎え SDGs は企業ブランディングと社員士気向上のため、企業にとって必須の
「共通言語」です。ジャパン SDGs アワードなど先進事例から学び、基礎力と実践力を短期に
身につけます。

CSR/SDG コンサルタント
株式会社 伊藤園 顧問
グローバルビジネス学会理事
日本経営倫理学会理事
サステナビリティ日本フォーラム理事

講師

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、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。スモールビジネス（中小・ベン
チャー、NPO 等）の経営課題解決に従事。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、大手企業とスモールビジネ
スの交流による価値創造に尽力

NPO 法人じぶん未来クラブ 代表

河野 通洋（こうの みちひろ）

株式会社八木澤商店 代表取締役 他

植草 茂樹（うえくさ しげき）

講師

ゲスト講師

スキルを再確認しながら、社会課題とそれに向かう女性経営者のマインドや志を学びます。

【定員 30 名】

農林水産省 食料産業局

【定員 30 名】

公益財団法人調布市文化・コミュ
ニティ振興財団 たづくり事業課
主任／ワークショップデザイナー

しなやかに頑張る女性起業家のサポートを通じて、参加者のビジネスパーソンとしての強みや

山本 有沙子（やまもと あさこ）

3 「繋げる」観光コース

河合 理美（かわい さとみ）

ヨシムラヒロム事務所 他

茨城県笠間市
熊本県南阿蘇村
フィールドワーク 岩手県八幡平市
概要
大自然のなかで課題先進地が課 東京から１時間、アートと陶芸の 健康テーマパーク “阿蘇ファームラ
街での逆参勤交代モデルを検討

代表

コースアドバイザー

ヨシムラヒロム

コース講座

題解決先進地になるモデルを検討

1984 年に諏訪精工舎（セイコーエプソン）入社。国
内外でマーケティング中心に経験を積む。2014 年に、
ビジネス創出やキャリア開発に向けた “学び” をプロ
デュースする志事創業社を設立し独立。
アートナビゲーター（美術検定１級）としても、各地
美術館やイベントなどで活躍中。「丸の内プラチナ大
学」の創設メンバーの一人。

コイニー株式会社 デザイナー

逆参勤交代とは都市部社員の地方での期間限定型リモートワークです。東京での講座と地域
での 3 泊 4 日のトライアル逆参勤交代で働き方改革と地方創生を目指します。

【定員 30 名】

臼井 清（うすい きよし）

合同会社志事創業社

選択

小宮山 宏（こみやま ひろし）

講師

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。

パネルディスカッション

丸の内プラチナ大学 学長

アートの様々な魅力を「体感」しながら、ビジネスや日常生活を豊かにデザインする、アート
シンキングの視点を身につけます。あなたや、周りの人の “ いいね！” を形にする面白さを感
じてください。
※本コースでは、閉館後の三菱一号館美術館にてフィールドワークを予定しています（１回）。

ゲスト講師

Justin Potts

（ジャスティン・ポッツ）
株式会社 Potts.K Productions
代表取締役兼 CEO
（Chief Entertainment Oﬃcer）

澤内 隆（さわうち たかし）

港区観光協会事業委員、クラブツーリズム
テーマ旅行部アドバイザー等

8 シリコンバレーチャレンジコース
【定員 30 名】

講師

桝本 博之（ますもと ひろゆき）

B-Bridge International 代表取締役兼 CEO
Silicon Valley Japan University 発起人及び学長
元シリコンバレー日本人起業家会（SVJEN）
会長

イノベーションが巻き起こるビジネスの聖地「シリコンバレー」
。起業家だけでなく、様々な役
割の人たちが生態系として存在します。そこで生き抜く術を知り、グローバル挑戦をするため
に本当に必要なものは何かをこのコースで学びましょう。
1985 年に東洋紡入社、生化学事業部で勤務。1996
年にシリコンバレーの CLONTECH Laboratories に
International Sales Manager として入社。世界 43 カ
国の販売代理店整備を行い、日本現地法人の代表
取締役も兼務。同社 退 職 後、2000 年に B-Bridge
International をシリコンバレーに設立し、バイオ研
究用試薬・機器の輸出入、技術移転支援やインキュ
ベ ー シ ョ ン な ど を 行 う。Silicon Valley Japan
University 学長を兼務する。

ゲスト講師

中林 幸宏（なかばやしゆきひろ）
Pool&Moon 株式会社
代表取締役 CEO/
EXest 株式会社 代表取締役 CEO
平出 亮（ひらいで りょう）
Global Catalyst Partners
Japan Executive
Vice President

小豆澤 祐（あずきざわ ゆう）

元 Alchemist Accelerator Chief Acceleration
Oﬃcer

