お申し込みサイト
Marunouchi Summer Camp 2019

大学生・大学院生の部
https://www.ecozzeria.jp/msc2019u

2019

高校生の部
https://www.ecozzeria.jp/msc2019h

丸の内を
見て学ぶ

※応募者多数の場合は抽選となります。当落結果はメールにてお知らせいたします。

Field Work

at

高校生、 大学生・大学院生

開催日

大学生・大学院生の部 ..... 2019年8月14日（水）・15日（木）
・16日（金）

3×3Lab Future

受講対象

高校生の部 ....................... 2019年8月21日（水）・22日（木）・ 23日（金）
開催時間

各日 10:00〜17:30

定員

各30名

参加費

無料（昼食込み、1日あたり1,000円まで交通費支給）

主催

三菱地所株式会社

お問合せ

エコッツェリア協会 丸の内サマーキャンプ2019事務局

会場

高校生・大学生が
未来の丸の内を
創り上げる３日間

Marunouchi
Summer
Camp

新しい
出会いと対話

アイデア
ディスカッション

Workshop

Idea Discussion

※応募者多数の場合は抽選となります。

3×3Lab Future

エコッツェリア協会

大手門
桔梗濠
大手濠

TEL:03-3287-6200

内 堀 通り

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

パレスホテル東京

C13b

大手門
タワー・
ＪＸビル

C10出口近くのオフィス側（西村あさひ法律事務所様、JXグループ様受
付）とは異なりますのでご注意ください。

日本生命
丸の内
ガーデン
タワー

大手町
パークビル

C10

三井住友銀行
本店ビル

三井住友銀行
本店東館計画

永代通り

三田線大手 町駅

(仮称)
大手町1-2計画
（工事中）

大手センタービル

C6a

銀行
会館

丸の内熱供給
メインプラント

入口

パレスビル

※ 当施設の入り口はC10出口を上がり、大手町パークビル側となります。

無料

marunouchi-sc@ecozzeria.jp

（さんさんらぼ フューチャー）

東京都千代田区1−1−2 大手門タワー・JXビル1F

参加費

千代田線大手町駅
大手町
ファースト
スクエア

大手町ビル

日比 谷 通り

読売
新聞社ビル

KDDI
大手町ビル

丸の内
サマーキャンプ

2019

大学生・大学院生の部

8月14日（水）・15日（木）・16日（金）

高校生の部

8 月21日（水）・22日（木）・23日（金）

主催

高校生・大学生が
未来の丸の内を創り上げる３日間
Marunouchi Summer Camp 2019

1

8/14（水）

DAY2

他学校・大学の仲間と交流しながら、当エリアの活動を学ぶ

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

プログラムです。高校生の部では、様々な社会人の生き方を

の内・有楽町）エリア。この「丸の内サマーキャンプ」では、変

のぞきながら今後の未来のヒントを掴んでいただき、大学生

わりゆく大丸有を一緒に学び・歩き・創り上げる3日間をお

の部では、起業家として活躍されている講師と共に、新しいま

届けします。

ちづくりのアイデアを考えます。

高校生の部

8/15（木）

DAY3

講演2
オリエンテーション

10:00 - 12:00

丸の内サマーキャンプの目的やプログラ
ム概要についてご説明します。また、受
講生のお互いの自己紹介をしていただ
きます。

8/16（金）

DAY1

8/21（水）

講演3

グローバルビジネスを知ろう

自然に生き抜くビジネスパーソン

講師：桝本博之 氏、小豆澤祐 氏

講師：小崎亜依子氏

米 国シリコンバレーを知るお二人が、
世界最 先 端の地で 何が 起きているの
か、新たなビジネスがどのように生まれ
るのかを、熱く伝えます。

母として、ビジネスパーソンとして、そし
て女性として日々輝き続ける小崎さんか
ら、自然体で生きる大切さを感じ取って
ください。

12:00 - 13:00

学生の力で まち に新たな風を

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

大学生・大学院生の部
DAY1

2

大丸有エリアを体験する3日間

オリエンテーション

10:00 - 12:00

丸の内サマーキャンプの目的やプログラ
ム概要についてご説明します。また、受
講生のお互いの自己紹介をしていただ
きます。

DAY2

DAY3

8/23（金）

講演2

講演4

グローバル人材とは

多様な経験が人生を豊かにする

講師：桝本博之 氏

講師：ツノダフミコ氏

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
相手にビジネスの世界を渡り歩く桝本
さんの魅力を探ってください。

マーケティングの世界で生き抜くツノダ
さんをゲストに迎え、最先端の仕事につ
いて学びます。また市議会議員の経験
など、多様な生き方をお伝えします。

12:00 - 13:00

昼食

8/22（木）

昼食

アクティビティ

13:00 - 14:00

座禅体験
講演1

人を幸せにする仕事とは
講師：新井和宏 氏、中島康滋 氏

14:00 - 15:00

師家：土居征夫 氏

マインドフルネスなど、ビジネス界でも
心を無にして自分と向き合う時間が必
要とされています。座禅が 初めての方
も気軽に体験ください。

発表準備
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。

金融業界やベンチャー企業を知るお二
人に、これからの時代に必要な社会性
を持ち、人を幸 せにする仕事について
お話しいただきます。

講演1

ワークショップ 2

大学で学び、社会で学ぶ

13:00 - 15:00

講師：長岡健 氏

大学に入ったらどんなことを学ぶのか、
その学びは社会に出てからどんな役に
立つのか、そんな疑問に答える大学生
プチ体験プログラムです。

講演3

人を繋ぎ、感動を与える
仕事とは
講師：吉田淳一 氏

全 国を渡り歩き「吉田 劇 場」を展 開す
る吉田さん。ICT分野のプロフェッショ
ナルとして、人に伝える／人を繋ぐ大切
さを語っていただきます。

ワークショップ１

発表準備
これまで触 れてきた社 会 人の 生き方
か ら 学 んだ 内 容 に つ いて、プレ ゼ ン
テーションの準備をします。

ワークショップ１

テーマ検討
フィールドワーク

15:00 - 17:30

大丸有街歩きツアー

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。

ワークショップ 3

発表
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。

大丸有エリアがどのような歴史を踏ま
えて現在に至るのか、実際に街歩きをし
ながら、これまでの歩みと未来に向けて
のまちづくりを学んでいただきます。

17:30 - 19:30

交流会

15:00 - 17:30

フィールドワーク1

フィールドワーク2

ワークショップ2

大丸有街歩きツアー

施設見学

発表

大丸有エリアがどのような歴史を踏ま
えて現在に至るのか、実際に街歩きをし
ながら、これまでの歩みと未来に向けて
のまちづくりを学んでいただきます。

大丸有エリアにあるインキュベーション
施 設を見学し、新たなビジネスを創発
するための様々な取り組みやアイデア
に触れて学んでいただきます。

この3日間で学び、感じた内容を発表し
ます。皆 さん のこれ からの 未 来 を描
く、それぞれの次の一歩 へ向かうプレ
ゼンテーションをしていただきます。

17:30 - 19:00

交流会

新井和宏氏

小豆澤祐 氏

長岡健 氏

吉田淳一氏

株式会社eumo 代表取締役

元Alchemist Accelerator Chief Acceleration Ofﬁcer

法政大学経営学部教授

2008年11月、鎌倉投信株式会社を創業。2010年3月より運用
を開 始した 投 資 信 託「結 い2101」の 運 用 責 任 者として活 躍。
2018年9月13日株式会社eumoを設立。

MENA地区最大規模のインキュベーションセンターにて、アク
セラレーションプログラムの立ち上げに従事。帰国後は、国内
外スタートアップの社外取締役等として活動。

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、ライフスタイ
ルや働き方の「未来の姿」を探索中。

株式会社ＮＴＴデータ
技術革新統括本部 オープンイノベーションチーム 部長
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、コンサル支援を行う。

中島康滋 氏

小崎亜依子氏

桝本博之 氏

ツノダフミコ氏

社会共育 起業家 /
イノベーションファクトリー株式会社 代表取締役

株式会社Waris ワークアゲイン事業統括 /
Waris Innovation Hub プロデューサー

B-Bridge International, Inc. / President&CEO

マーケティング・コンサルタント /
株式会社ウエーブプラネット 代表取締役

「感性でイノベーションを共創する」をテーマに、起 業家育成と
事業創出で地域貢献事業を行っている。

キャリアブランクのある女性を対象としたインターンシップ事業のほ
か、プロフェッショナル女性を対象としたコンサルティングを行う。

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。

生 活 者インサイトに寄り添ったコンセプト開 発を中心にプロ
ジェクト数は1,000超。元川崎市議会議員（2011-2015年）
。

