
丸の内
プラチナ大学

Region
of Japan

第5 期生
募集中 !

2020年10月 1日
開　講

あなたの
「今後ありたい姿」
「今すべきこと」

とは？

※ 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。

※ 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。

MARUNOUCHI

PLATINUM
UNIVERSITY

Tokyo
Marunouchi

◎ 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
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
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・社会貢献など、受講生の様々な可能性を広げます。
今年度は、オンライン開催により全国から受講できるようになりました。

◎ 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、さらにオプションで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。

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

参加費用（オンライン特別価格）

丸の内プラチナ大学  企画・事務局丸の内プラチナ大学  企画

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、印刷
事業において発生するCO₂全て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。

お申し込み・お問い合わせ

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/
platinum2020m-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
https://bit.ly/2v8xPVI

田口 真司
副学長

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。

町野 弘明
専務理事・事務局長

石塚 雄介 
事務局

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。

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

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

※ 今年度は、全講座オンライン開催となっております。

逆参勤交代コース 【定員40名】1
講師：松田智生　講座数：全8回　受講費：16,000円（税別）

講師：中村正明　　講座数：全5回　　受講費：18,000円（税別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ 一部、食材費が含まれます。　

アグリ・フードビジネスコース 【定員40名】2

アートフルライフコース 【定員40名】4
講師：臼井　清　　講座数：全8回　　受講費：16,000円（税別）

パラレルキャリアコース 【定員40名】5
講師：塚本恭之　　講座数：全8回　　受講費：16,000円（税別）

SDGs経営実践コース 【定員40名】6
講師：笹谷秀光　　講座数：全5回　　受講費：10,000円（税別）

Social SHIFTテーブルコース 【定員23名】7
講師：石井　綾　　講座数：全 6回　　受講費：12,000円（税別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

宇宙ビジネスコース  【定員40名】9
講師：斎藤紀男　　講座数：全8回　　受講費：16,000円（税別）

繋がる観光創造コース 【定員40名】3
講師：吉田淳一　　講座数：全 6回　　受講費：12,000円（税別）

グローバル展開実践コース 【定員40名】8
講師：桝本博之　　講座数：全8回　　受講費：16,000円（税別）

徳永 麟太郎
プロデューサー

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

オプション：シフトラボ　

松田 智生
副学長

森 卓也
アドバイザー

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。全会員数504組

織（2019 年 3月現在）。

三菱総合研究所 プラチナ社会研究会

協力：　協賛：　

http://platinum.mri.co.jp/

不確かな時代の＃My キャリア探究 【定員20名】女性限定10
講師：蟻川理香　　講座数：全4回　　 受講費：  8,000円（税別）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

女性限定

１つの講座のみお申し込みの方 複数の講座をお申し込みの方

オンライン
開催！

www.ecozzeria.jp/
platinum2020s-a.html
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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　プラチナ社会センター
主席研究員　チーフプロデューサー

2020.10.1（木）19:00-20:30 
場所：オンライン1DAY オリエンテーション

オリエンテーション・ガイダンス

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。

基調講演   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　吉田 淳一（よしだ じゅんいち）
ＮＴＴデータ　デジタル戦略担当　部長
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
吉田劇場支配人

講師　中村 正明（なかむら まさあき）
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

10コース2～8DAY

逆参勤交代とは、都市社員の地方での期間限定型ワーケーションで、働き方改革と地方創
生を同時実現させます。今期は魅力ある６市町村のオンライン講座とします。

逆参勤交代コース 
【定員40名】

1

皆さんの生活・気持ちにそっと繋がる地域観光を創発しませんか？　拠り所となるセカン
ドコミュニティの醸成で、継続的に心通える地域観光を皆さんと育みましょう。
※オプションプログラムとして、フィールドワークを開催予定。 

繋がる観光創造コース 
【定員40名】

3

選択コースの概要案内、講師紹介を行います。

東京の島ならではの豊かな食・食文化の魅力を、オンラインで現地の生産者等と繋がりな
がら、楽しく・美味しく・学んで、” アグリ・フードビジネス “をデザイン！

アグリ・フードビジネスコース 
【定員40名】

2

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。
オンラインではありますが、金曜の夜、好きなお飲み物を飲みながら、くつろいだ雰囲気の中での語らいの場です。

Social SHIFTテーブルコース 
【定員 23名】

7

今ビジネスパーソンに話題のパラレルキャリアについて、そのスキルとなる、「ファシリテーショ
ン」「プロボノ」「複業」という三つのエッセンスを学び・体験するコースです。

パラレルキャリアコース
【定員40名】

5

ポストコロナを SDGs 経営の視点で探る。 SDGs を盛り込んだ国連文書のタイトルは、
「我々の世界を変革する」です。
SDGs による「経営の変革」を著書「Q&A　SDGs 経営」で読み解きます。

SDGs経営実践コース 　 
【定員40名】

6

講座案内　講師・ゲスト

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
経営革新等認定支援機関 
越境プロデューサー

講師　笹谷 秀光 （ささや ひでみつ）
CSR/SDGコンサルタント
社会情報大学院大学　客員教授
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

講師　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
株式会社ソシオ エンジン・アソシエイツ 
常務執行役員

 

　
コロナ禍で閉ざされた事により、オンライン化が一気に進み、距離の枠を超えた活動ができるようになった今こそ、国内の
展開に限ることなく海外への展開を如何に進めるのべきなのかを実践形式で試行し、具現化するコースです。シリコンバレー
からの講義を中心とした、チャレンジするための知識と人間力を養うプログラムです。具体的な案件の持ち込みも歓迎です。

グローバル展開実践コース 
【定員40名】

8

講師　桝本 博之 （ますもと ひろゆき）
B-Bridge International, Inc. 
Founder / CEO、
Silicon Valley Japan College 
発起人及び学長

講師　松田 智生（まつだ ともお）

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。

今年度はこの２年でケースとした北海道上士幌町、岩手県八幡平市、茨城県笠間市、埼玉
県秩父市、熊本県南阿蘇村、長崎県壱岐市を再び深堀りし、With コロナの地域の今の姿、
ポストコロナに向けた逆参勤交代への期待を現地の首長・キーパーソンと一緒に討議します。
ワーケーション、ローカルイノベーション、働き方改革、兼業・副業、セカンドキャリアに
関心のある方に必須の講座です。
【開催日】11/2(月)上士幌町,11/16(月)八幡平市,12/10(木 )笠間市,1/7(木 )秩父市,1/29(金 )
南阿蘇村 ,2/19( 金 ) 壱岐市 ,3/ 5( 金 ) 総括

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
国家資格キャリアコンサルタント
プロボネットLLP パートナー

ゲスト講師
伊藤    崇（いとう たかし）
株式会社リヴァ代表取締役
自分らしく生きるためのインフラづくり
をビジョンに掲げ、うつ病などメンタル
疾患の方を対象にした社会復帰支援サー
ビス「リヴァトレ」等のサービスを展開

高津 玉枝（たかつ たまえ）
株式会社福市　代表取締役
「持続可能な社会に向けて行動する人を
増やす」ことをミッションにフェアト
レードのセレクトショップ Love&sense
運営

ゲスト講師
ゲスト講師

山下 隆也 （やました たかなり）　
JETRO San Francisco 所長

深谷 僚一（ふかや りょういち）
Head of Business Development 
& Innovation at Rakuten Europe

講師　斎藤 紀男 （さいとう のりお ）
スペースゼロワン代表
日本宇宙少年団相談役
元 JAXA 副本部長
 

5月、スペース Xのクルードラゴンが有人での初打上げに成功しました。
再び月着陸を目指すアルテミス計画へ日本も参加します。
世界で急激に拡大している宇宙ビジネスについてご一緒に考えてみませんか！

宇宙ビジネスコース 
【定員40名】

9

「悩みながらも前向きにキャリアを築きたいと願う女性に贈る講座。
ゲストトークやキャリアカウンセリング、参加者同士の対話を通じて自分の「コア」を発見し
ていきます。」　※オプションプログラムとして、レゴワークを開催予定。 

10

講師　蟻川 理香 （ありかわ りか）
株式会社Waris
リクルーティングコンサルタントチーム
ディレクター
（国家資格キャリアコンサルタント）
 

ゲスト講師 

人生を豊かにしてくれるアートとの出会いを体験しませんか？　大好評のコースを今年はオン
ラインで開催。“アットホーム” な雰囲気であなたのセンスを磨いてください。
※オプションプログラムとして、フィールドワークを開催予定。 

アートフルライフ・コース
【定員40名】

4

　

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
日本美術検定協会講師　

※オプションプログラムとして、1 泊 2 日のフィールドワークを開催予定。 

上山 康博
（かみやま やすひろ）
一般社団法人
日本ファームステイ協会
代表理事

西村　悟
（にしむら さとる）
函南町農泊推進協議会
運営責任者
酪農王国株式会社　
取締役本部長

小林 正二
（こばやし しょうじ）
KADODE OOIGAWA
株式会社  代表取締役

掘　将人（ほり まさと）
東京野菜ネットワーク株式会社
代表取締役。 

ゲスト講師
峰岸 優香（みねぎし ゆか）
岐阜県美術館教育普及業務専門
職。アートコミュニケーター「～
ながラー」担当

ゲスト講師
吉林 千景（きちばやし ちかげ）
フットサル選手 ( 東京府中アス
レティック FC レディース )、
Webライター
3×3 Lab Future アスリート・イ
ンターン

秋元 有紀（あきもと ゆき）
株式会社 cokowill　副代表、
レゴ ® シリアスプレイ ® メソッ
ドと教材活用トレーニング修了
認定ファシリテータ

※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。

ゲスト講師

大貫 美鈴（おおぬき みすず）
スパークス・イノベーション・
フォー・フューチャー株式会社
シニアバイスプレジデント
宇宙投資担当

＜講座と講師の情報＞
　4-1アートフルライフ・コース
4-2人生を豊かにしてくれるアートとの出会いを体験しませんか？　大好評のコースを今年はオンラインで開催。“アットホーム”な雰囲気であなたのセンスを磨いてください。
＊フィールドワークをオプションプログラム（任意参加）として開催する予定です
4-3事業開発アーティスト
　合同会社志事創業社　代表
　日本美術検定協会講師　等
4-4

　　

＜ゲスト講師情報＞
4-5．
①前田麻奈実（まえだ・まなみ）
②三菱一号館美術館　教育普及担当
③写真なし

4-6
　①峰岸優香（みねぎし・ゆか）
　②岐阜県美術館教育普及業務専門職。アートコミュニケーター「〜ながラー」担当、最近ではウェブサイトを活用した鑑賞プログラムの開発などに携わる。岐阜県美術館
　③
　　

他、“多彩”なゲストをお招きする予定です

※他、“多彩” なゲストをお招きする予定。

不確かな時代の
＃Myキャリア探究コース 
【定員 2０名】   女性限定

SDGs は経営の必須要素になりました。特にポストコロナ
では社会・環境課題の抜本的な見直しと変革が必要です。
SDGsをリスク管理、経営企画、IR対応に役立てるよう、講
師の「産」（伊藤園）、「官」（農水省・環境省）、「学」（大学・学会）
という「産官学」三分野での経験を生かし、その時々のト
ピックスを「SDGs経営」の視点で読み解きます。主に経営
層に最適な講座です。

前田 麻奈実（まえだ まなみ）
三菱一号館美術館　
教育普及担当

大越  瑛美（おおこし えみ）
一般社団法人企業間フューチャー
センター理事 / 製造業を主たる事
業とする企業にて主に新規事業を
担当。

協賛：

今年度は、東京の島の食と農をテーマに６次
産業化によるソーシャルビジネスの基本を学
ぶとともに、近くて遠い魅力的な小笠原・伊
豆大島・新島のフルーツ・野菜・焼酎等をご
自宅へお届けし、食べて・飲んで・楽しく交
流します！

※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。


