
Project MINTは
パーパスを起点に学び働く大人

を養成する短期集中実践型プ

ログラムです

世界最先端の、

自己認識、２１世期型スキル、複業、コーチングの

一気通貫した伴走型のリッチな越境学習プログラム



MINTの特徴

自分のパーパス（目的）
を見つける

21世紀型スキルを
習得する

5年後本業に
するための複業

- 個別コーチングを通し、

本当に自分が取り組み

たい複業を見つけて伴

走支援。

- 充実したパートナー企

業のネットワークから

複業先とつながる。

- 学術的知見に基づいた

自己認識のセッション

で過去の自分と向き合

う。

- 少人数の空間で仲間

同士で内省するアク

ティビティ。

- 今後、パーパスを体現

していくための実践的

な智慧、リーダーシップ

スキル。

- 学びの科学に基づいた

アクティブラーニング。

生涯つながる、成長を応
援し合うコミュニティ

- 卒業生、コーチ陣、アド

バイザー、講師、複業

パートナーなどが集ま

るコミュニティ。

- ゲストスピーカーを招

いたトークイベント、合

宿。



期間： 2021年10月13日（水）- 2021年12月中旬 (1月~ Moonlighting複業参画開始） *変更可能性あり

形式：全てオンラインで実施。プログラム初日、期間中発表会、オフサイト、インパクトデー（卒業イベント）等は

対面開催を状況により予定。

対象者：本当に願う5年後の自分に向けたパーパス、自己再発見・探究をしたい方

得られるもの：これからの時代に必要な実践的な２１世期型スキル、パーパスを起点にキャリア構築する実践

力、高い志を持つメンバー、コーチ、メンター達とのネットワーク

参加人数：20人程度（*変更可能性あり）

価格：49万8千円 ~ （全30回と毎週1時間個別コーチング込）

第一次申込締切（先行特典）：2021年7月20日

応募方法：フォーム提出後、オンライン面談（*フォームは説明会で配布）

第４期 プログラム概要



自己革新していくための実践的な智慧と繋がりを養う4
つのジャーニー：Project MINT 4M

1 2 3 4

     Mind hack Mastery of 
Wisdom

Mentorship & 
Coaching

Moonlighting

3週間 /　
自己探索セッション

7週間 / 21世紀型スキル
アクティブラーニング

毎週1度の1対1
コーチングセッション

5週間~ /
社会に還元する成功体験



自己探索に浸かる10週間

成果イメージ:
- 過去、現在、未来に対する自己知識を身に付け、パーパス（目的）を言語

化する。

- パーパスに沿った、自分が生涯かけて取組みたい課題を理解、分解し、

意味づけ。

- それに沿って、5年後のキャリアのプロトタイプを創る。

- 実験的なマインドで、本業以外の活動、どこでどんな内容で意義のある個

人活動（複業など）を行うか模索していく。



Mind Hack
Empathy and Non-Violent Dialogue　エンパシー（共

感）・非暴力対話

マーシャル・B・ローゼンバーグ博士の非暴力コミュニケーションを

基に、他者との対話を通し、自分の本来のニーズを認識し、意識

的に他者を巻き込む方法を実践型ワークショップで学びます。

Presencing　プレゼンシング

C オットーシャーマー博士のU理論を元に、内面の状態に対する

メタ認知、内省を行い、自ら意識的に変化を働きかけることを実

践していきます。

Self-Exploration　自己探索

これまでの過去の人生を振り返り、価値観、目的、ビジョン、バイ

アス（考え方のくせ）、自分と社会の関係性を少人数の安全な環

境で内省・対話セッションを通して掘り下げ、言語化していきま

す。

It Starts with You（自己認識・アンラーン）3週間

Experiential Lerning Cycle　経験学習

「経験→省察→概念化→実践」4段階の経験学習サイクル

を基本にします。自分の中での意味づけ、内省を少人数の

仲間の対話や専属コーチと共に深め、変化のアクションを実

践に移していきます。

Design Your Life より良い人生のデザイン

内省や自己探索をし自己知識が深まったあとは、デザイン

思考のアプローチで、その後生涯にかけ取り組んでいきた

いライフテーマを形作り、プロトタイプとして進路のアイディア

を練っていきます。

Goal Setting ゴール設定

あなた自身のビジョン、生涯かけて取組みたい課題を理解、

意味づけしたあとは、未来の自分が本当に望んでいるゴー

ルを立てていきます。



ゲスト講師　21世紀型教育の牽引者たち

福本理恵（SPACE / 異才発掘
Rocket)
担当セッション：
ビジョンクリエーション  

小村隆介(Venture cafe Tokyo)
担当セッション：
Design Your Life 

黒川公晴 (こっから)
担当セッション：
自己探索セッション  

Gloria Tam (Minerva)
担当セッション：
パーポス（目的）を知る  11/4



- 過去の自分の変遷を紐解き自分の価値観、選考を対話によって理解。

- 一人ひとりのパーパス（目的）ステートメントを作り、発表。

- 自分が将来、どんな世界を創り出したいか言語化。

プログラムの様子（Mind Hack: 自己認識）

“「自分の人生の舵を握る人」
を増やす港を創る ”



Mastery of Wisdom ( 21世紀型スキル習得) 7週間

全21に渡るMINTO 
(MINT Learning Objectives)

1. 自己発見
2. 対人スキル
3. 意思決定リーダーシップ
4. 行動科学
5. システム思考
6. イノベーション推進力

6つのカテゴリーに分類



MINTO1 あなたの人生をデザインする
MINTO2 共感的リーダーシップ
MINTO3 動機と目標
MINTO4 自分の強みを知る
MINTO5 パーパスと生きがい
MINTO6 コンシャスリーダーシップ

MINTO7 対話と影響力
MINTO8 パラダイムを理解する
MINTO9 プレゼンス

MINTO10 問題解決
MINTO11 厄介な問題
MINTO12 効果的な意思決定

MINTO13 予想どおりに不合理
MINTO14 習慣とルーティン
MINTO15 感情

MINTO16 複雑性理論
MINTO17 創発
MINTO18 システムスダイナミクス

MINTO19 クリエイティブマインドセット
MINTO20 適合性
MINTO21 認知的多様性

1. 自己発見 2. 対人スキル 3. 意思決定リーダーシップ

4.  行動科学 5.  システム思考 6.  イノベーション推進力

全21に渡るMINTO：
一人ひとりがパーパスを体現していくために必要な21世紀型スキル



- オンラインで本質的な議論を仲間と交わす。自分の意見を出し、仲間の意見を吸収。

- 日本、世界に根付く複雑で難解な社会問題のケーススタディに応用。

- 反転授業のアクティブラーニング。90分が短く感じる没頭ラーニング体験。

プログラムの様子



フェローの没頭ラーニング体験

フィードバック

応用・実践

2. アウトプット

知識・スキル

1. 身に着ける

対話・内省

3. フィードバック

1. Mind Hack
(パーパス、自分と社会との関
係）

2. Mastery of Wisdom
(21世紀に必要な素養を学び、
自分の関心のある問題解決に
応用）

3. Moonlighting
(関心ある問題解決軸に長
期ゴール設定。その一歩を
踏む場所、人と働く。 )

*Mentorship&Coaching
コーチが常時伴走 フェロー

複業先企業

コーチ

 講師

 発表会ゲスト



インパクトデー様子

社会課題解決の最前線で活躍する専門家の
ゲストたち（働き方改革、教育推進者や様々な政
府（省庁）、メディア、投資関係者）
（日本、アメリカなど世界各国から約30名が参加）

フェロー一人ずつ関心事項を発表後、
ゲストと対話。新たなコラボレーションを模
索する場へ（複業参画）



MINT Eco System 

フェロー
MINT外
ステークホルダー

MINT内
ステークホルダー

卒業生フェロー
コミュニティ

講師

コーチ

運営
スタッフ

カリキュラム
共同開発教育機関

社会課題解決
先駆者のゲストたち

入学検討者

複業
受入先企業

社会課題テーマ別
タスクフォース

フェローが自分らしく学びをアウトプットし、共感するステークホルダーと協働しながら躍進し続けることを
サポートし合うコミュニティ



 Mentorship and Coaching （毎週1時間)
-

● 毎週専属コーチと1 on 1 （オ
ンライン）
○ 内省、対話の時間

● Slackチャネル活用
○ 疑問点、交流
○ 卒業生、コーチ、スタッフ、創業

者と気軽にチャット

● MINT メンターたち
○ 成果発表会でMINT Partnerたち

から直接フィードバック、交流、
ネットワーク拡大



MINT 専属コーチたち
自分の内面を起点に学び・働き方を体現している先駆者たち



プログラム卒業後は、
社会に還元する成功体験を積む (Moonlighting)

● 5週間〜　共感企業での
成功体験
○ 複業やプロボノをはじめパー

パスを軸に、共感する企業・
団体に関わりながら貢献す
る

● コーチが伴走
○ 期間中、コーチが伴走サ

ポート
● Extensive Course 有料



今後充実していくMINTプログラム卒業後の、挑戦の機会

自己革新を促し、パーパスを軸に力を発揮していく人が増えていく

参加にあたって
の目的をクリア

にする

自身のパーパスを
言語化する

パーパス軸に社会に還
元する成功体験を積む

パーパスを軸に
学び・働き続ける

cf　ポートフォーリオワーカー

説明会～選考 10週間プログラム Extensive course 卒業後

共感企業での成功体験

コーチとしての成功体験

起業を通しての成功体験

Moonlightingコース

*MINTコーチ養成講座

To be announced…

目指す
状態

・　卒業生が更に成長、コミュニティ・社会に還元することを目指したExtensive courseをご用意
・　選択は自由ですが、過去の卒業生の75％はExtensive courseを希望しています※有料
・　並行して受講することが可能です。(Moonlightingとコーチ養成講座並行可）

*2021年8月〜スタート



0期生 Moonlighting 事例 - 1



0期生 Moonlighting 事例 - 2



Moonlighting Partners
Project MINTが厳選した、様々な社会課題解決に取り組む業界の先駆者 (企業・団体)たち。

受講生とパートナー双方のニーズ、ビジョンが合致した場合、
プロボノ、複業としてプロジェクト協働に取り組む相談が可能となっています。









- 平日夜1.5時間、週末3時間の週に計4.5時間にセッション実施。仕事を続けながら参加可能。

- 毎週60分 専属コーチと1on1（オンラインコーチング）

- MINTは徹底した少人数制。1クラスは最大で10-15名。

- 基本水曜or 木曜夜19:30 - 21:00 ＋日曜午前10時半〜午後14時半のセッション(*変更可能性あ

り）

- （ご参考）第2期の詳細日時スケジュールはこちら

第4期 全体スケジュール

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zZqkjTy_qpyhxc3emj5jA9y5kC2VladcIZxYvmI_QYc/edit?usp=sharing


● 卒業後は2週間に1度のグ
ループコーチング
○ 月目標を自己・他己評価

● テーマ別の活動
○ 複業の情報交換
○ テーマ別勉強会

● 卒業生の勤務先
○ 電通、ソニー、朝日新聞社、

楽天、東京海上、富士通、大
丸、アカツキ、スリール、教育
ベンチャー、IT企業、金融機
関等

○ 会社経営者、フリーランス

卒業生コミュニティ（0期生〜現在37名在籍）



Project MINT 共通クレド

1. 質問をしよう
- 5歳児の問いと好奇心
- 疑問をそのままにしない
- 進んで本質を問おう

2. 本音で語る
- 真面目に語る事を躊躇しない
- 建設的フィードバックを交わす
- わからない事を素直に伝える

 3. いつもの自分を超えたトライ
- 17歳の野心を秘める
- スキルを持ち帰られるものに
- 失敗を恐れず実験してみる

4.      互いを尊重する
- 否定しない、優劣を付けない
- 年齢・所属の違いを楽しむ
- 一人の小さな声に傾ける

5. あなた自身がコミュニティ
- あなたの強みを惜しみなくシェア
- いつでも学びに戻ってこれる場

6. 知的な態度で学ぼう
- 83歳の謙虚・品格を持とう
- 論破ではなく全員が学び合う場

7. 独立した大人の仲間
- 常にプロである事を忘れない
- Empathy vs. Compassion



説明会 #1 3/30 19:00 - 21:30  https://peatix.com/event/1854340/view
説明会 #2 4/3 12:00 - 14:30 https://peatix.com/event/1854445/view
説明会 #3 4/6 12:00 - 14:30 https://peatix.com/event/1854454/view
説明会 #4 4/9 19:00 - 21:30 https://peatix.com/event/1854455/view
説明会 #5 4/15 19:00- 21:30 https://peatix.com/event/1854458/view

※先着でMINTコーチと無料30分1on1
コーチングセッションつき！
体験クラスは「バイアスと意思決定」

https://peatix.com/event/1854340/view
https://peatix.com/event/1854445/view
https://peatix.com/event/1854454/view
https://peatix.com/event/1854455/view
https://peatix.com/event/1854458/view

