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人生100年代のキャリア再設計に
社会課題解決という選択肢を

人生100年時代。拡張された時の中で、どのようなキャリアを設計しますか。
今の仕事をずっと続けるのか、他の業態に転身するのか、独立し起業するのか。
子育てが一段落した後の長い時間をどう過ごすのか。

世界は、地球温暖化と気候変動、AIやロボットの発展、高度医療の進展、少子化・高齢
化など、急激なスピードで変化しており、良いことも悪いことも同時に発生しています。
「AIが人間の仕事の半分を奪う」という予想があれば、
「人の関わりが不可欠で創造的な仕事が増える」という見方もあります。

SDGsに代表される「社会課題解決」という世界のトレンドも理解する必要があります。
2017年1月のダボス会議では、SDGsの推進により3億8千万人の雇用が創出されるとの試
算が発表され話題になりました。
実は、社会課題解決は、大きなビジネスチャンスにもなるのです。

キャリアの再設計に、社会課題解決に関与することを盛り込んでみませんか。
「なるほど、それはいいな」と考えたあなた、プラチナマイスター・アカデミーはフルサポートします。

※「プラチナマイスター」は、プラチナ構想ネットワークの登録商標です。
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変革のときはいま！プラチナマイスターへのライフシフトを

先駆的なゲストスピーカーの講義、グループワーク、プレゼンテーション

プラチナマイスター・アカデミーでは、社会課題を解決する
「関係性のデザイン」を統合的に学び事業を推進する力
を養成します。
近未来を見据え、自社のサステナブル経営の道筋を創
る、社会課題解決のソーシャルビジネスに関わる、あるい
は起業する、そのための知識と姿勢を磨きます。
取り上げるテーマは、現実に発生している課題や最新の
未来予測で、議論を通じて解決策を創ります。
他に例を見ないアクティブ・ラーニングを提供します。

講座は3カ月間/全14回。毎回、講義、受講生全員が参加するグループワーク、プレゼン・デイス
カッションを通じた共感と共有の醸成、の流れで実施します。
多様な分野での先駆者がゲストスピーカーとして最新情報を提供、受講者は、ゲストの助言も受
けながら、討議し協働でビジネスアィデアを作成、プレゼン・質疑応答を行う体験を繰り返します。
受講者は、グループワークでファシリテーター/レコーダーを担当しコミュニケーションスキルを高めます。

関係性をデザインし社会課題解決を推進する力を養成 活動プランの発表を経てプラチナマイスター認定

【WHAT】 【HOW】

プラチナマイスター・アカデミーの目標は？

何をするのか、どのように進むのか？

【GOAL】

修了後は何ができるのか？

活躍の場は多数 提携先での活動や起業も可能
▶提携先で活躍
プラチナマイスターの活躍が期待できる場は多数あります。
教育分野では、中高生対象の、SDGs・社会課題解決の講師や大学でのアシスタント講師、
世代交流に関心あるプラチナマイスターには、杉浦が副校長を務めるプラチナ未来スクール（ロ
ボット教室）講師へのマッチングもできます。
また当社の提携先を介して、団体向けSDGs等コンサルティング業務への参加も可能です。
▶社会課題解決の起業
自ら社会課題を解決する事業を興す際にも、学習成果を活用することができます。
▶現在の職場で活躍
社会課題解決に関する社内プロジェクトや新規事業企画等に学習成果を活かすことができます。

注 別途専門研修が必要な場合があります。またご希望に沿えない場合があります。

プラチナマイスター・アカデミーでは最終課題として活動プランを発表していただきます。
所定の基準に達した方をプラチナマイスターとして認定いたします。



【お問合せ先】
「プラチナマイスター・アカデミー」運営事務局
〒271-0092
千葉県松戸市松戸1228-1 5F フリーダイヤル 0120-401-649

(平日10:00～17:00 ※土日祝休み)
Mail: contact_to@platinum-meister.com

最新の情報は当社Webサイトをご参照ください。 https://platinum-meister.com/

プラチナマイスターをフルサポート
▶プラチナマイスター・コミュニティ（講師・OB/OG会）を通じた人脈/ビジネス機会提供
▶プラチナマイスター認定IDカードの発行、利用促進
▶継続した学びの場の利用：「プラチナマイスター・ディスカッション」や・継続教育プログラム
「プラチナマイスター・アイディアソン」への参加。3年後に認定更新講座を提供
▶プラチナ構想ネットワーク主催のイブニングセミナー等への参加が可能

注 サポートの利用は有償の場合があります。

会場は、先進的な教育を展開する武蔵野大学附属千代田高等学院（千代田区四番
町）です。 次代を担う高校生・大学生も、一部講義を聴講しグルプワークに参加します。
多世代間で意見交換が行われます。

高等学校施設の利用、多世代交流

杉浦正吾
株式会社プラチナマイスター代表取締役 プラチナマイスター・アカデミー 学長
大手企業をクライアントにCSRコンサルティング、ソーシャルブランディング、地方創生案件を企画・プロデュースす
ると同時に、企業・大学生向けのSDGsやESG関連ワークショップのデザイン・運営を多数手掛ける。「サス学
®(三井物産株式会社の登録商標)」では、企画・プログラム開発を主導し、子供から大人まで幅広くサステナ
ビリティについて学ぶ機会を創出。武蔵野大学客員教授。日本アクティブ・ラーニング学会員。プラチナ未来ス
クール副校長。博士（環境学）。

プラチナ構想ネットワークとの連携による活躍先のマッチング
当社は、プラチナ構想ネットワークの中で、社会課題を解決しプラチナ社会の実現を目指すプラチ
ナマイスターを育成する機関として検討され、2018年11月に創業しました。
プラチナマイスターの活躍の場を求めるにあたり、プラチナ構想ネットワーク(会長:小宮山 宏 氏)の
他当社関係先と連携し、マッチングを推進していきます。
注1 プラチナ構想ネットワーク:2010年8月設立の任意団体。会員は法人・自治体等300名以上。「プラチナ社会」の実現を目指し

理念の形成普及、人財育成、社会実装の活動を積極的に展開している。
2 プラチナ社会 ：エコロジーで、資源の心配がなく、老若男女が全員参加し、自由で心もモノも豊かで、雇用とイノベーションがある社会
3 小宮山 宏 氏：株式会社プラチナマイスター特別顧問 株式会社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

独自性や面白さは？

学長 杉浦正吾からのメッセージ
「想定外の事態」が頻発する昨今、世の中は我々の予想以上に早く変化しています。
今までのキャリアを活かしつつ、近未来を洞察して、果敢にライフシフトの足がかりをつくるのは待ったなしです。
外山滋比古氏は、近著「50代から始める知的生活術～人生二毛作の生き方～」で、ミドルエイジは、これまで置き去りにしてきた思考力を取り
戻し、常識に背をむけてでも自らの頭を自由にすべき、とアドバイスしています。
期は熟しています。しかし、時は待ってくれません。
私たちとともに、新しいロールモデルづくりに挑みましょう！



プラチナマイスター・アカデミー

講師のご紹介
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小宮山宏氏 プラチナ構想ネットワーク会長

PROFILE:
東京大学工学部 助教授、教授、同大学院工学系研究科長・工学部長、
2003年同大学副学長を経て、2005年4月から2009年3月まで東京大学総長（第28代）。
2009年4月より東京大学総長顧問、三菱総合研究所理事長。
2010年8月よりプラチナ構想ネットワーク会長。

担当講義:プラチナマイスターのバリュー

杉浦正吾 プラチナマイスター・アカデミー学長

PROFILE:
株式会社プラチナマイスター代表取締役 博士（環境学）
サステナビリティ・ディベロッパー。博士（環境学）。ソーシャルコミュニケーションおよ
びCSR・CSV領域、地方創生領域における大手企業や自治体のコンサルティングを
手掛けながら、三井物産と探究型ESD「サス学」の開発・実践を通してSDGs・4-7推
進に力を注ぐ。朝日新聞とのアライアンスを中心に、ワークショップデザイン・ファシリ
テーションや、講演など多数。日本環境共生学会・論文賞受賞(2010年)。武蔵野大
学客員教授。1965生。プラチナ未来スクール（ロボット教室等）副校長。

担当講義:メインファシリテーター(全回)、コミュニケーションスキル
スポーツ・エンタテイメントとのコラボレーション

川廷昌弘氏 株式会社博報堂ＤＹホールディングス
ＣＳＲグループ推進担当部長

PROFILE:
兵庫県芦屋市生まれ。1986年博報堂入社。テレビ番組「情熱大陸」の立ち上げに関
わる。地球温暖化防止国民運動「チーム・マイナス６％」でメディアコンテンツを統括
し、現在はSDGsが主要テーマ。2017年のSDGs国連ハイレベル政治フォーラムでの
日本政府の取組みや、自治体SDGs推進事業などのプロデュース。環境省SDGsス
テークホルダーズ・ミーティング構成員。グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパ
ンSDGsタスクフォース・リーダー。神奈川県顧問（SDGs推進担当）。鎌倉市SDGs推
進アドバイザーなど委嘱多数。また、公益社団法人日本写真家協会の会員として
「地域の大切な資産、守りたい情景、記憶の風景を撮る」をテーマに活動する写真
家でもある。

担当講義:SDGs思考で未来をみる

松田智生氏 株式会社三菱総合研究所 プラチナ社会センター 主席研究員
国立大学法人 高知大学 客員教授

PROFILE:
1966年東京生まれ 慶應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
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、
国交省 今後の共助による地域づくりのあり方検討会委員、高知県移住推進協議
会委員、丸の内プラチナ大学副学長。産官学のアドバイザーを多数歴任。
【著書】「日本版CCRCがわかる本」

担当講義:プラチナ社会の地域活性化

プラチナマイスター・アカデミーでは、毎回の講義に多様な分野における”先駆者”をゲストスピー
カーに招き最新の情報を提供します。またグループワークではゲストの助言も受けながら討議し協
働でビジネスアイデアを作成するため、従来のシンポジウムや講演会では困難だった”先駆者との
交流”が体験できます。



岩谷忠幸氏 非営利活動法人 気象キャスターネットワーク 副代表
気象予報士、防災士

PROFILE:
東京都立大学理学部 地理学科 気候学専攻を卒業後、民間気象会社にてラジオな
どの気象解説を担当。気象予報士制度がスタートした年から、フジテレビや日本テ
レビの気象キャスターとして約１５年間出演。
現在は日本テレビで気象デスクを担当。NPO法人気象キャスターネットワークを創設
し、気象防災教育や地球環境教育を実践。「プロが教える気象・天気図のすべてが
わかる本」（ナツメ社）監修。

担当講義:気候変動とレジリエンス

二見弘幸氏 元陸上自衛隊陸将補、元千葉県松戸市危機管理課参事補
防災士 地域防災マネージャー

PROFILE:
防衛大学校卒業。第40普通科連隊長、中央即応集団司令部幕僚長、東部方面混
成団長などを歴任し陸将補で退官。現在、株式会社カナデン管理統括室に勤務。
元千葉県松戸市危機管理課参事補。防災士。地域防災マネージャー。
著書に『自衛隊最強の部隊へ－偵察・潜入・サバイバル編』、『自衛隊最強の部隊
へ－ＣＱＢ・ガンハンドリング編』、『警察・レスキュー・自衛隊の一番役に立つ防災マ
ニュアル』がある。
Kindleの電子書籍やブログ「戦闘組織に学ぶ人材育成」において、戦闘における強
さの追求、生き残り任務の達成方法等をライフワークとして執筆中。

担当講義:気候変動とレジリエンス

工藤拓毅氏 一般財団法人 日本エネルギー経済研究所理事

PROFILE:
（一財）日本エネルギー経済研究所理事、電力・新エネルギーユニット担任。
エネルギー需給分析・予測、地球温暖化政策、新・再生可能エネルギー政策、省エ
ネルギー政策、温暖化政策関連の国際標準化が専門。
元UNFCCCのJISCメンバー。
東京大学や麻布大学で非常勤講師。ISO/TC207/SC7国内委員会委員長、政府審
議会委員や地方自治体、民間の委員会委員を数多く務める。

担当講義:エネルギーのこれから
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竹内純子氏 NPO法人国際環境経済研究所理事・主席研究員
U3イノベーションズLLP 共同創業者・代表取締役

PROFILE:
独立の研究者として地球温暖化対策とエネルギー政策の研究・提言、理解活動に
携わると共に、サステナブルなエネルギーを潤沢に得られる社会への変革を目指
し、U3イノベーションズLLPを立ち上げ。政府委員も多数務めるほか、「みんなの自
然をみんなで守る20のヒント」（山と渓谷社）、「誤解だらけの電力問題」（WEDGE出
版）、「エネルギー産業の2050年 Utility3.0へのゲームチェンジ」（日本経済新聞
出版社）など著書多数。

担当講義:エネルギーのこれから
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PROFILE:
2004年、名古屋大学大学院生命農学研究科博士課程修了。同年大手内資製薬企
業の医薬研究本部へ入社し、研究に従事。2017年、株式会社三井物産戦略研究所
へ入社。現所属にて、医療ヘルスケアとマテリアル分野における国内外の技術及び
市場動向調査・レポート執筆に従事。

担当講義:ウエルネス・ヘルスケアの未来

木下美香氏 株式会社三井物産戦略研究所 技術・イノベーション情報部
新産業・技術室

大和田順子氏 一般社団法人 ロハス・ビジネス・アライアンス共同代表
地域力創造アドバイザー（総務省）

PROFILE:
百貨店、シンクタンク、英国化粧品ブランド等で20数年マーケティングの実務を経て
独立。
2002年、日本にLOHAS（ロハス）を紹介。全国各地で世界農業遺産や有機農業を活
かした関係人口の創出や持続可能な地域づくりを支援。
世界農業遺産等専門家会議委員（農林水産省）
立教大学21世紀社会デザイン研究科「サステナブルコミュニティ論」講師
早稲田大学招聘研究員
著書『アグリ・コミュニティビジネス』（学芸出版社）、

『SDGsとまちづくり』（共著、学文社）他

担当講義:一次産業を掘り起こす

荒木貴之氏 武蔵野大学大学院教育学研究科 教授
武蔵野大学附属千代田高等学院 校長

PROFILE:
公立中学校教諭からキャリアをスタートさせ、東京都教育庁指導主事、立命館小学
校副校長、追手門学院参与、河合塾主席研究員を歴任。武蔵野大学大学院では、
国際教育研究・国際教員養成コースを担当。
校長を兼務する武蔵野大学附属千代田高等学院では、国連グローバルコンパクトへ
の署名、国際バカロレア・ディプロマプログラム認定取得、経済産業省「未来の教室」
実証事業の開催など、Society5.0時代の学校教育のあり方を模索している。

担当講義:かわる教育

相澤晶子氏

PROFILE:
2001年株式会社野村総合研究所入社後、システムエンジニアとしてシステム構築・
運用を経験した後、システムコンサルタントとして、石油化学、医療機器、物流業、
流通小売業など幅広い顧客に対してIT戦略＆中計策定・システム化構想・計画・実
行を支援。
近年は企業のデジタルトランスフォーメーション実行支援に注力し、デジタルテクノロ
ジーを活用した企業変革の理想と現実の狭間で顧客とともに汗をかく日々。
著書『NRI流変革実現力』（共著、中央経済者）他

担当講義:ICT/AI/IoTのインパクト

株式会社 野村総合研究所
システムコンサルティング事業本部グループマネージャー



高橋智彦氏

PROFILE:
ユニバーサルデザインを最終学歴に、キャリア形成のためデザイン、Web、ITの各業
界にて実務経験を経て多種多様なナレッジを統合的に身に着ける。
現在は、大手IT企業に常駐しプロデューサーとして従事する傍ら、これまでの経験
及び知識を活かし『優しさ×ITの力』で貧困、虐待、障害、過疎化などの様々な社会
課題の解決を目的とした複数のプロジェクトを企画立案し取り組む。
中でも、発達障害の生涯支援に最も注力している。プロジェクト名は『RePublic』。
『常識を知って常識を覆す』『頑張るのではなく楽しむ』『人に優しく自分にも優しく』
を常に意識し活動。

担当講義:ICT/AI/IoTのインパクト

PROFILE:
広告代理店勤務を経て、2001年にThink the Earth設立。以来、コミュニケーションを
通じて環境や社会について考え、行動するきっかけづくりを続けている。
主な仕事に地球時計wn-1、携帯アプリ「live earth」、プラネタリウム映像「いきものが
たり」、書籍『百年の愚行』『1秒の世界』ほか多数。
2017年に「SDGs for School」プロジェクトをスタートし、2018年に『未来を変える目標
SDGsアイデアブック』を出版。グッドデザイン賞審査委員（2015-2017）、多摩美術大
学客員教授。

担当講義:ソーシャルデザイン

上田壮一氏 一般社団法人 Think the Earth 理事

楽天株式会社、Republic
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プラチナマイスター・アカデミー

講師のご紹介

PROFILE:
1995年東京理科大学基礎工学部生物工学科卒。化粧品メーカー在職中、個人の
趣味で始めたメルマガへの反響をもとに、コスメ情報サイト『＠ｃｏｓｍｅ』を企画立案。
サイト立ち上げに参画し、1999年（株）アイスタイルを共同創業。現在も同社取締役
を務める。
2017年6月より、株式会社かんぽ生命保険、セイノーホールディングス株式会社の
社外取締役、2017年7月より、株式会社丸井グループのアドバイザリーボードメン
バーに就任。
「Forbes JAPAN」が主催する『Forbes JAPAN WOMEN AWARD 2017』において、
個人部門で「グランプリ」を受賞。

担当講義:事業構想

山田メユミ氏 株式会社アイスタイル 取締役



プラチナマイスター・アカデミー 第２期(2019年10月開講)について

〇開催日程・テーマ・講師 ※講師敬称略 ※※予定も含む

〇開催場所
武蔵野大学附属千代田高等学院内
アカデミック・リソースセンター
東京都千代田区四番町11番地
ＪＲ 市ヶ谷駅徒歩8分、四ツ谷駅徒歩8分
地下鉄 市ヶ谷駅徒歩8分、四ツ谷駅徒歩8分、

半蔵門駅徒歩5分、麹町駅徒歩5分

〇受講料
280,000円(税込、税抜254,545円)

〇お申込み方法
当社ウェブサイトにおいて募集要項を確認の上
お申し込みください。
https://platinum-meister.com/
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