
3×3Lab Future（さんさんラボ  フューチャー）会場丸の内サマーカレッジ2021 企画・事務局

東京都千代田区大手町1－1－2  大手門タワー・ENEOSビル1F

TEL:03-6266-9400

東京メトロ（東西線・千代田線・半蔵門線・丸ノ内線・都営三田線）

「大手町」駅（C10出口）より徒歩約2分
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8月 11日（水）～13日（金）
※8月6日（金）オリエンテーション

受講対象

開催日時

参加方法

高校生、  大学生・大学院生

オリエンテーション：2021年8月6日（金）18:00 ～20:00
メインプログラム：2021年8月11日（水）～8月13日（金） 各日10:00 ～17:00
※全日程にご参加いただきますようお願いいたします。

オリエンテーション：オンライン（Zoom）
メインプログラム：会場（3×3Lab Future）またはオンライン（Zoom）

無料

三菱地所株式会社　 エコッツェリア協会

大丸有SDGs ACT5実行委員会　 農林中央金庫

エコッツェリア協会  丸の内サマーカレッジ2021事務局

参加費

主催

協力

お問合せ marunouchi-sc@ecozzeria.jp

定員 60名 

メインプログラムを以下の参加枠よりお選びください。 

・会場40名（高校生20名、大学生・大学院生20名） 
・オンライン20名（高校生10名、大学生・大学院生10名）

※オリエンテーションへのご参加は必須です。
メインプログラムのお申し込み時に併せて受付完了となります。

※定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
※会場枠がオンライン開催となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

Workshop

新しい
出会いと対話

Idea Discussion

アイデア
ディスカッション

Field Work

丸の内を
見て学ぶ

※オリエンテーションへのご参加は必須です。メインプログラムのお申し込み時に併せて受付完了となります。
※定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。
※全日程にご参加いただきますようお願いいたします。
※各オンラインプログラムについて、ZoomのURLはお申込み後にメールにてお知らせいたします。

https://www.ecozzeria.jp/msc2021p

会場 参加の方

https://www.ecozzeria.jp/msc2021v

オンライン参加の方

参加人数に限りがございますので、お申し込み後のキャンセルはお控えくださいますようお願いいたします。!

主催 協力
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株式会社B-Bridge

槙島 貴昭

ファシリテーター

エコッツェリア協会

田口 真司

プランナー/司会

エコッツェリア協会

中鉢 奈津美

プロデューサー

株式会社B-Bridge

吉林 千景

コーディネーター

エコッツェリア協会

徳永 麟太郎

事務局

エコッツェリア協会

石原 美紅

事務局

参加費
無料



株式会社eumo 代表取締役

東京理科大学卒。1992年住友信託銀行（現・三井
住友信託銀行）、2000年バークレイズ・グローバル・
インベスターズ（現・ブラックロック・ジャパン）を経て、
2008年、鎌倉投信株式会社を創業。投資信託「結い
2101」の運用責任者として活躍。2018年、株式会社
eumoを設立。

新井 和宏 氏

建築家、暮らし研究家

ムジネット株式会社（現MUJIHOUSE）取締役を経て、
2008年にコンサルタントして独立。商品開発からプロ
モーションまで一貫した住宅商品開発支援を行う。
また、現代の暮らしに関する知恵を集め未来の暮らし
のありかたを提案し続けている。HOUSE VISION 展
覧会を2013年、16年、19年に開催。

土谷 貞雄 氏
株式会社コークッキング 代表取締役CEO

料理人修行、大手飲食企業でホール勤務を経て、山梨
県に移住。株式会社コークッキングを起業、料理を
使ったワークショップ等を展開。その後スローフード活動
にも参画、一般社団法人日本スローフード協会理事
就任。食の未来をつくるべく、フードシェアサービス
「TABETE」の事業化に取り組む。

川越 一磨 氏

株式会社リコー  TRIBUS推進室

株式会社リコーにて、RICOH THETA立ち上げメン
バーとして広報・マーケ・コラボレーションを担当。
環境CSV拠点である環境・エネルギー事業センター
でのオープンイノベーション担当を経て、リコーのアク
セラレータープログラムTRIBUSを立ち上げ、運営事務局
に従事。

大越 瑛美 氏

28万人のビジネスパーソンが集い、日々新たなビジネス創出に向けて様々な取り組みが行われている大丸有（大手町・丸の内・

有楽町）エリア。この「丸の内サマーカレッジ」では、変わりゆく社会を一緒に学び・創り上げる3日間をお届けします。

他学校・大学の仲間と交流し、様々な社会人の生き方をのぞきながら今後の未来のヒントを掴んでいただき、これからの社会

に向けたアイデアを考えます。

学生の力で“未来”に新たな風を

高校生・大学生が
未来の社会を創り上げる３日間

15:00 - 17:00

13:00 - 15:00

10:00 - 12:00

メインプログラム

オリエンテーション

DAY1 8/11

8/6（金）18:00 - 20:00

（水） DAY2 8/12（木） DAY3 8/13（金）

チームで検討してきた内容を発表します。
この３日間の成果発表として、ビジネス
パーソン向けにプレゼンテーションして
いただきます。

ワークショップ3

発表

12:00 - 13:00 休憩

米国シリコンバレーで起業家として活躍
するとはどんなことなのか。世界を相
手にビジネスを創り上げる桝本さんの
魅力を探ってください。

グローバルな世界を
感じてみよう

講演3

アプリ「TABETE」の運営でフードロス
削減に取り組む川越さんと、“地域共創
リビングラボ”を実践する近藤さんと共
に、未来の姿を考えます。

講演5

発表準備

ワークショップ2

テーマ発表の方法について学びます。
これまで検討してきたテーマ内容につ
いて、プレゼンテーションの準備をし
ます。

テーマ検討
ワークショップ１

それぞれのチームが選択したテーマに
ついて、関連する事項やキーワードを
抽出し、各テーマのストーリーラインを
作り上げます。

SDGs社会への道を
切り拓くために

共感コミュニティ通貨「eumo」を手掛
ける新井さんと、人口減少が進む日本
の都市再編に取り組む土谷さんに、こ
れからの社会構想について伺います。

人と地域をつなぐ
架け橋に

講演2

講師：新井和宏氏、土谷貞雄氏

講師：桝本博之氏

ウズベキスタンから日本に留学・起業し
たファリザさんと、企業のさまざまな部
門で挑戦し続ける大越さんと共に、キャ
リアのあり方を探ります。

多様なキャリアのあり方
講演4

講師：ファリザ・アビドヴァ氏、
　　 大越瑛美氏

講師：川越一磨氏、近藤早映氏

講師陣

B-Bridge International, Inc. / President&CEO

1985 年 に 東 洋 紡 入 社。1996年 にCLONTECH 
Laboratoriesに転職すると共に渡米。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。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
のほか、日本企業の米国進出支援を行う。

桝本 博之 氏
三重大学大学院工学研究科建築学専攻　准教授

東京大学大学院工学研究科博士後期課程修了、
一級建築士。JR東海コンサルタンツ建築設計部、
東京大学大学院工学研究科学術支援専門職員を
経て現職。近年はまちづくりの一環として市民参加型
の空き家リノベーションや交流施設の設計を手掛
ける。

近藤 早映 氏

大丸有（大手町・丸の内・有楽町）エリ
アがどのような歴史から現在に至るの
か、これまでの歩みと未来に向けたまち
づくりに関してお伝えします。

大丸有街歩きツアー
フィールドワーク

法政大学経営学部教授

慶應義塾大学経済学部卒、英国ランカスター大学博士
課程修了（Ph.D）。研究テーマは「創造的なコラボ
レーションのデザイン」。社会理論、学習理論、コミュ
ニケーション論の視点から、多様なステークホール
ダーが織りなす関係の諸相を読み解き、ライフスタイル
や働き方の「未来の姿」を探索中。

長岡 健 氏

丸の内サマーカレッジの目的やプログラム概要についてお伝えします。　※開催場所：オンライン

講演1

※開催場所：会場／オンライン

みなさんの3日間のチャレンジに関して、
学びの大切なポイントをお伝えする
ほか、創造的なグループワープを実践し
ます。

学びを加速させる
心得とは

講師：長岡健氏

Trusted株式会社 共同創業者／代表取締役CEO

サマルカンド国立外国語大学在学中に神戸大学に
留学。2010年、SOPHYS株式会社を東京で起業し、日本
のトップ企業の幹部とマネージャー 3,000人超を育成。
その後、社会と個人の生活がグローバルレベルで向上
するようなイノベーションを加速させることをビジョンと
して、2016年、東京でTrusted株式会社を設立。

ファリザ・アビドヴァ 氏

Marunouchi Summer College 2021




