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Project MINTは
自己革新したい大人のための

短期集中フェローシッププログ

ラムです

世界最先端のミネルバ大学の教育哲学を、ミドル世代

の大人の自己革新に応用。

自己認識、思考習慣、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 DNA
徹底した個の尊重

21世紀型スキル
習得と実践

No.1 生涯学習
コミュニティ

”It starts with you” をモットー

に、重点的な自己認識のプロセ

ス、個別コーチングを通し、長期

ミッション実現のための一歩を踏

むところから、次の進路へ助走・

着地するまでサポートを行いま

す。あなたが設定したゴールに

対して、Informed Decision (あ
らゆる選択肢を吟味した意思決

定）を行い、満足した自己決定を

サポートします。

世界最先端のカリキュラムで、い

ま必要な思考習慣 (Habits of 
Mind)と自己革新のための素養

が習得できる世界で唯一の大人

向け教育機関。また、成長力が

高く社会的インパクトのある業界

プレイヤーをパートナーに持ち、

あなたの力を存分に試せる個人

活動や複業の場が用意されてい

ます。

Project MINTは卒業をしな

いプログラム。 大人向けの好

奇心踊るコミュニティであり続

け、定期的にミートアップの開

催、フェロー同士の横のつな

がりに加え、世界的イノベー

ターや団体をゲストとして迎え

るイベントなど多数予定して

います。フェローは一生涯

MINTと付き合っていくことが

できます。



期間： 2020年10月20日（火）- 2020年12月末日 (1月~ Moonlighting複業参画開始） 

形式：対面のセッションを数回予定。その他、7週間のPhase 2 は全てオンラインで実施

対象者：キャリアを一層飛躍するため自己再発見を求める方、人間として成長する学びをしたい方、自分と社

会のためを両立させるチャレンジに複業として取組みたい方、社会課題解決に関心のある方

得られるもの：これからの時代に必要なミネルバ式実践的な智慧、内面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：10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：2020年9月22日（火）

応募方法：フォーム提出後、オンライン面談

第1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　
対面セッション

7週間 オンライン   
アクティブラーニング

週に1度の1対1
コーチングセッション

5週間~ (相談)
複業先でプロジェクト



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。



Mastery of Wisdom (思考習慣) 7週間



これからの時代で求められるスキル

Trending, 2022

● Analytical thinking and innovation
● Active learning and learning strategies
● Creativity, originality and initiative
● Technology design and programming
● Critical thinking and analysis 

● Complex problem-solving 
● Leadership and social influence 
● Emotional intelligence 
● Reasoning, problem-solving and ideation
● Systems analysis and evaluation

Declining, 2022

● Manual dexterity, endurance and precision
● Memory, verbal, auditory and spatial abilities
● Management of financial, material resources
● Technology installation and maintenance
● Reading, writing, math and active listening

● Management of personnel 
● Quality control and safety awareness
● Coordination and time management
● Visual, auditory and speech abilities
● Technology use, monitoring and 

control



自己認識と思考習慣に浸かる
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る。

- 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、長期ゴールを立て1年後のキャリアを知る。

- ゴールに沿って、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（復業、パラレルキャリアなど）を行うか特定。



4/19実施の中間成果発表会様子

社会課題解決の最前線で活躍する
専門家のゲストたち
（日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジアなど世界
各国から約40名が参加）

フェロー一人ずつ関心事項を発表後、ゲスト
とネットワーキング交流会。新たなコラボレー
ションを模索する場へ。



MINT Eco System 

フェロー
M’INT外
ステークホルダー

M’INT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



複業等の実践を通じた自己革新 (Moonlighting)
● 5週間〜　長期ビジョン実

現の一歩を踏める意義の
ある個人活動へ
○ 複業をはじめ意義のある個

人活動を行い個人のミッショ
ン体現目指す

○ 複業は「未来の本業」へ備え
るための選択に。

● コーチが伴走
○ 意義のある個人活動を

コーチと共に探索
○ 活動中も伴走



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名。

- 基本水曜夜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）

- 詳細日時スケジュールはこちら (クラス1 とクラス2) *google spreadsheet リンク

第1期 全体スケジュール

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xOnV8b0h2Zy14xvcUQ6R4EiLsdmwJCvGvqQavXcq7HQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xOnV8b0h2Zy14xvcUQ6R4EiLsdmwJCvGvqQavXcq7HQ/edit?usp=sharing


第1期 受講コース案内

受講期間 10週間（全30セッション） 10週間（全30セッション）＋5週間〜（複業参画期
間）*受入先と相談の元決定

取得フェーズ 1. Mind Hack（自己認識 )
2. Mastery of Wisdom(思考習慣アクティ

ブラーニング）
3. Mentorship&Coaching（個別伴走サ

ポート）

1. Mind Hack（自己認識 )
2. Mastery of Wisdom(思考習慣アクティブ

ラーニング）
3. Mentorship&Coaching（個別伴走サ

ポート）
4. Moonlighting（複業参画）

伴走サポート  
(Mentorship&Coaching)

プログラム受講期間  (10週間) 毎週最大1時間 プログラム受講期間と、第 1回目の複業終了まで
毎週最大1時間

卒業コミュニティ活動 参加可
（Moonlightingあとで追加支援可能）

参加可

MINT Slackチャネル  参加可 参加可

価格 49万8千円（税抜き） 54万8千円（税抜き）

自己革新コース
自己革新+Moonlighting 

（複業参画）コース



MINTは、これからの時代に
大人が自分なりのバリューを出していく
自信（スキルとマインドセット）を

短期集中で培える、日本で唯一の学ぶ・
働く一気通貫型プログラム



生涯付き合える自己革新の

ためのコミュニティ



● 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
○ 複業に関する情報交換
○ テーマ別勉強会

今後は、ゲストをスピーカーに招待し
卒業生コミュニティ特別のイベントを
企画予定

卒業生コミュニティ（0期生〜）



パイロット生（0期生）リスト

原幸子（はらさちこ）
略歴：
ベンチャーキャピタル業界にて18年の勤務経験あり。スタートアップへの投資および金融機関・機関投資家からの
ファンドレイズ、売却までの一通りを経験。2016～2019年はベンチャーキャピタルの取締役としてマネジメント業務
も担当。ファンドのミドル・バック業務も担当しつつ、先端スタートアップの活動にアンテナを張っている。Project 
M'INTでは日本型雇用・評価システムのテーマについて掘り下げ発表会では鋭い洞察力を披露。メンバーシップ型
からジョブ型雇用へシフトしていく打開策を将来的に模索したいため、ビジョンが合致しているProject M'INTを複業
先とし創設者植山を伴走サポートし活躍中。

黒田垂歩（くろたたるほ）
略歴：
理化学研究所、ハーバード大学医学部留学を経て、三重大学医学部で教員に就くもグローバル製薬企業へ転
向。アカデミアと企業のパートナーシップを通した創薬プロジェクト、いわゆるオープンイノベーション部門のディ
レクターを務める。本業の傍らBlockBusterTOKYOでのメンター、Venture Café TokyoでのLife Science 
Cluster Programのリードを行う。自分のポテンシャルを最大限に伸ばしたい。薬剤師、博士（薬学）。Project 
M'INTでは日本のライフサイエンス・エコシステムについて発表し発表会で続々と協力者を募りコラボレーショ
ンの場を広げている。複業先はFresco CapitalでImpac hub partnerとして活躍中。本業と複業も100%本気で
取り組む。



パイロット生リスト

藤井由布子（ふじいゆうこ）
略歴：
ソニーと富士通で最先端のテクノロジーを使ったプロダクトやサービスの国内外におけるプロモーション、ブランディン
グを歴任。ヨガやダンス、異文化コミュニケーションスキル、教育などあらゆる手段を通じて、すべての頑張る女性やマ
イノリティがもっと健康に、自分らしく生きられるような世界を作るべくキャリア転身を考える。Project M'INTではワーキ
ングマザーのキャリアについて発表し当事者として分析。多くの共感者を獲得し発表会の場で複業先を見つけた。現
在は、ホリスティック・ウェルネス コミュニティのMIKOでマーケティング分野に従事。女性ならではの悩みをオープンに
語ることが大切だと信じ、子育てと自己実現を両立。

林英敏（はやしひでとし）
略歴：
アメリカ合衆国コネッチカット州にてMBAを取得、人材育成、ヘッドハンターを約10年IT業界に特化して活動の
他、新規事業の電力販売推進担当。現在リコー勤務。10年前から定年後の生き方を模索、複業やプロボノを
やりながら準備をしている。自身の知見や経験を仲間とシェアしながら誰かの役に立つこと、貢献することを通
じ自分を高めてゆきたい。人材育成、営業、企画提案、営業支援などを得意とする。Project M'INTではミドル
層の無自覚な差別と無関心について取り上げ、自らも当事者として根深いメンタルモデルを掘り下げて分析し
た。自分自身が複業を通しミドル層のネガティブな偏見を変えていくような突破口を知りたいと、教育系スタート
アップLX Designで社長へ直にコーチング、ビジネスの戦略を支える。



パイロット生リスト
中村美由紀（なかむらみゆき）
略歴：
NTT勤務後、ソニー株式会社で経営管理、新規事業開発、学びと成長の場づくりの仕事を担当。慶應義塾大学大学
院（システムデザイン・マネジメント研究科）卒業。ワークショップデザインを得意とする。現業でも力を発揮しながら、他
のフィールドでも活躍し、会社の看板ではなく個人の名前で仕事をすることを目指したい。Project M'INTでは日本女
性の自己肯定感低下ループについて取り上げ、仕事内外の場でリーダーシップを養う場について探究。アカデミック、
ビジネス、社外でのコミュニティ活動で培った総合的なリーダーシップを自身も体現し探究活動を精力的に行う。場の
あり方を探究するBrain Active Withのリサーチ分野を複業先として活動中。













What’s NEXT?
● 第1期プログラム、現在募集中です。（締切9/末日）
● 応募フォーム（所要時間15~20分）
● 第2期（1月中旬〜スタート）も応募受付けています。
● もっと詳細を聞きたいという方は、個別相談（オンライン）受付

ています。

個別相談のご希望、ご質問はe-mailまでお問合わせ下さい。
info@projectmint.net

https://forms.gle/kcyeBiW9zGvYmGj48
mailto:info@projectmint.net

