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Project MINT
について



私のパーパスは、
「ひとりの輝きを信じ続ける」

Project MINT　
人生100年時代に、

パーパスとともに生きる大人を増やす



VUCA時代



自立的な働き方があらゆる人に問われるように

昭和・平成期の「王道」

キャリアに沿っていれば

上手く行った時代の終わり。

自分軸を持ち自立的に長い

仕事人生を築く時代に。



働く世代が受けてきた昭和の教育

根深く残るメンタルモデル

個よりも
集団の協調を
優先しなければ

正解は決められ
間違っては
いけない



「答えのある」問題を解くのに慣れていた大人

が自分を知り、誰かの「正解」に頼らず自分

の答えを行動しながら磨く場が日本に必要な

のでは

大人の学びを革新する必要
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2022年4月19日、New York Timesに掲載。
修了生2名と創業者が取材を受ける。



Project MINTの
プログラム



Project MINT　





自己革新コース
第8期 開講情報



自己革新コース™ の10週間の没頭ラーニング



大人が自己革新に没頭する　10週間の学び　



期間： 2023年6月21日（水）〜 8月27日 (日)  *入学決定者の話し合いの元変更も可能

形式：全オンライン開催。インパクトデー（成果発表会）等は対面開催を状況により予定。

対象者： 会社に依存せず個の力で将来キャリアを切り開きたい、ライフシフトに向け次のステージに行きたい、

自分らしさを模索したい、MBA（経営学）より深い学びが欲しい、共創仲間がほしい方

得られるもの：揺るぎない自分のパーパス、これからの時代に必要な21世期型スキル、戦略的学習力、高い志

を持つメンバー、コーチ、有識者達とのネットワーク、安心できる生涯のコミュニティ

参加人数：10-15人程度（*変更可能性あり）

価格：49万8千円 ~ （全30回のクラスと毎週1時間個別コーチング込）

第一次申込締切：2023年5月31日　

応募方法：無料体験講座、受講相談会、個別相談どちらかに参加後、応募フォーム提出

第8期 自己革新コース概要

https://forms.gle/ako4HWLkyUFvxkTF8


プログラムで
得られるもの



2030年に必要とされるスキルNo.1「戦略的学習力」
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Source: https://jamesclear.com/goals-systems

「パーパス」とは継続的に循環し長い間存在し続けるもの。それに対して、「ゴー
ル」は期間が定められ、特定のタスクが完了したら失くなるもの。

10週間で生涯大切にしたい自分の”パーパス”を見出す



自分のパーパスを起点に
「将来こうなりたい」姿をイメージ。
そこで、必要な知識・スキルを見極め学び、社
会に求められる形でアウトプットしながらトライ
アンドエラーを繰返します。

「戦略的学習力」を身につけるには



　
自己革新 vs. 自己変革

vs.

「自己革新」は自分のありのままを受容し本当にありたい姿に向けて自己をアップ
デートし続けていくこと。戦略的学習力を自ら実践し続ける状態。
それに対して「自己変革」は、ゴールや期待に応えるため自分の変えるべきところを
破壊しあるべき姿に向けてその都度自己を変えていくこと。

内側が起点 外側が起点



10週間の成果イメージ:
「戦略的学習力を基に”自己革新”を遂げる」

1. センシング：

過去、現在、未来に対する自己知識を身に付け、思考の癖、潜在的に成功を阻んで

いるものを手放す。ありのままを受容する。

2. プレゼンシング：

パーパス（人生の目的）を言語化し、生涯かけて取組みたい課題を理解。そのために

必要な新しい思考習慣を吸収し自分事に意味付け

3. プロトタイピング：

実験的なマインドで、取組みたい課題の仮説をたて、有識者と対話をする。それに

沿って、5年後の人生のプロトタイプを創り行動。
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パーパス 幼少期の体験

パーパス展開・具体例

正念場の体験 自分が助けら
れたこと

そこで見えてき
た大切にした
い価値観

人生をかけて残した
い価値観（ビジョン）

変えるべき現
状

誰のどんな問題

対処方法

プログラムの集大成「インパクトデー」で生涯取り組みたいテーマを発表！



それが、今後自分軸として、
転職、複業、起業など新たな人と仕事をしていく上で役立つツールに

「サラリーマン女子、定年後に備える。」大江加代著

自分のパーパスを
ストーリー形式で

他者に自信を持って
伝えられるように！



オンライン講義
（対話型）で学ぶこと



10週間、毎週2時間のZoomセッションを3コマ実施（全30回) 
/毎週水曜夜と日曜午前・午後に参加  / 定員10-15 名 10週間全日程

スケジュールは
こちらで確認

＜講義のスケジュール（ 6月21日〜8月27日を予定）＞

週 コマ数 日付 場所 / 授業形態
Phase 1 : Mind Hack Coaching

第1週

1 6/19,
6/21

オンライン

19:00 - 21:00
事前説明会 / オリエンテーション

●

コーチ、創業者、卒業生と会う。第7期生カルチャー創り

2 6/25 オンライン

8:30 - 10:30
Design Your Life あなたの人生をデザインする

フェローがそれぞれのStory発表、アクティブリスニング

3 6/25 オンライン

11:00 - 13:00
Your Story / ライフログ

デザイン思考のアプローチで、自身のコアを理解する

第2週

4 6/28 オンライン

19:00 - 21:00
Sweet spotをしろう

●

ライフテーマを形作る

5 7/2 オンライン

8:30 - 10:30
自己探索セッション1
エンパシー (共感)・非暴力対話の黒川氏ファシリテート

6 7/2 オンライン

11:00 - 13:00
自己探索セッション2
U理論、内省、プレゼンシング。黒川氏ファシリテート

第3週

7 7/5 オンライン

19:00 - 21:00
パーパスを"Define" 定義する

●

パーパスをしる

8 7/9 オンライン

8:30 - 10:30
ビジョンワークショップ

あなたのビジョンをビジュアルで表現

9 7/9 オンライン

11:00 - 13:00
パラレルなあなたの未来をプロトタイプ

パラレルな未来プランを創ってみよう

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wbKCX3vwEW_EgJgk8G0YwkSe-8bCfwo1ufJxz0tN0oc/edit?usp=sharing
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オンライン



-
毎回のクラスは録画をいたしますので、欠席の場合は録画視聴可能。
毎週、講師がオフィスアワー（1時間）を開講し、欠席時の質問が可能。
クラスのSlack（連絡共有チャンネル）にて予習・復習の意見交換可能。

欠席時の対応



講師陣　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  

黒川公晴 (こっから)
担当セッション：
自己探索セッション  
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STEP1 : センシング 学術的アプローチ

“Non-Violent Communication（非暴力対話)”
マーシャル・B･ローゼンバーグ博士によって体系化され、提唱さ

れた、自分の内と外に平和をつくるプロセス。
人間本来のニーズを探究する対話手法。

“U理論”
MIT上級講師 C・オットー・シャーマー博士によって生み出された、
自己内省し思考の癖をメタ認知し手放し、ありたい姿に向け意識

的に変化を働きかけていくフレームワーク



STEP1 : センシング を終えて

自分を奥深く理解。
ポジティブ/ネガティブなことも含めありのままを受容する自信



STEP2 : プレゼンシング 学術的アプローチ

“ポジティブ心理学”
マーティン・セリグマン博士によって発議され人生や属する
組織や社会が、本来あるべき正しい方向に向かう状態に
注目し、そのような状態を構成する諸要素について科学的

検証・実証を試みる心理学

“パーパスの言語化”
ニック・クレイグ氏が提唱する、個人のパーパスの

構成要素3つ（幼少期、正念場、夢中になれるもの）を
紐解いていき、それらを融合したものが

”パーパスステートメント”となるフレームワーク。



“パーパスステートメント”
パーパスを一言で表す

パーパスステートメントを作成し、発表！

STEP2: プレゼンシング 実践的アプローチ

“「自分の人生の舵を握る人」
を増やす港”

“ビジュアルセンスメイキング”
ありたい姿を起点に、生涯にかけて何を残してい

きたいのか、ビジュアルで表現する。



STEP2 : プレゼンシング を終えて

自分が心から願う実現したい世界をイメージ。
それを実現させるために新しい思考習慣を身に付けどうやって
応用いていくか考えていく。（自分なりの”答え”を追求していく）



STEP3 : プロトタイピング　学術的アプローチ

Empathize Define Ideate Prototype Test

Source: Adapted from Ideo

“デザイン思考”
イノベーションに対する人間中心アプローチ。共感、問題定義、発想、プロトタイプ、テス

トの5つのステップを取り入れ、それらを実践的に自分の人生プラン設計に応用してい

きます。



“インパクトデー”
自分の仮説を、その道の有識者に披露し、

フィードバックをもらう。
そこで次の行動の一歩の踏み出し方を学ぶ。

STEP3: プロトタイピング 実践的アプローチ

“複業・プロボノ活動”
自分の関心のある社会課題のテーマに取り組む
団体で複業・プロボノとして参画していくことも。



STEP3 : プロトタイピング を終えて

一人ひとりにとって当事者である社会課題のテーマを見出し、
自分が生涯にかけて取り組むテーマを広い視点で捉える。
これをベースに5年後の人生を思い描き、まず踏み出す一歩を知る。

テーマ・グループ

1 働き方

2 エコシステム（新しい繋がり）

3 次世代の組織づくり

4 Diversity & Inclusion（取り残さない社会づくり）

5 教育（個を生かす学びづくり）

6 ジェンダー（バイアスを乗り越え個を生かす）

7 地方創生・エンパワメント





安心して対話をしていくための
サポート



-
徹底した少人数制（15名以下のクラス）
クラスメイトとの1on1チャットやオフィスアワーなど、
交流の場も用意することで、安心して本音を話し、受け入れ、
お互いをサポートするカルチャーをつくっています。

1. 安心して本音が話せる場

クラスメイトとの毎週1on1チャット
オフィスアワー  毎週1時間開催
（講師への質問 /相談時間）



-
プログラムと並行して毎週 1 on 1 でコーチと対話。
受講生の内省を深め、自己革新を効果的にサポート。
プログラム最後のインパクトデー（成果発表会）では、
最前線で活躍する有識者ゲストから直接フィードバックを貰う機会も。

2. 手厚い個別サポート



”自分らしい”生き方を体現するロールモデルのコーチ



自己革新は継続サイクルを創ることが重要です。共通の関心を持つ修

了生の仲間とともに、安心な場でプロジェクトを立ち上げる機会を用意し

ています。

3. 修了後もコミュニティで生涯続く自己革新をサポート



修了後はコミュニティで行動！





修了生について　
（0期〜7期生　計81名、MINT Circle　計24名在籍）



● 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、アマゾン、マイクロソ

フト、Linkedin、アクセンチュア、三
井物産、みずほ銀行、朝日新聞社、
武田薬品、楽天、JR、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、
教育機関等

○ 会社経営者、フリーランス

修了生コミュニティ（0〜7期生）





・環境）





MINTで自己革新を遂げた
修了生たちが集まるコミュニティで
共に切磋琢磨しませんか？



これまでの実績: 自己革新ステップで全員がパーパスを見出す
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やりたいことがより明確に。パー
パス合致する会社へ転職！

30代会社員女性

やりたいことを
どこから始めていいかわ
からず一人で悩む

Before  After



退職後の独立事業に向け、複
業開始！

50代会社員男性

本業先だけで働き、
退職後の先が見えない

Before  After



個人と会社のパーパスの重なり
を悟りジョブクラフティング。本
業で変革活動中！

40代会社員女性

本業先で何がやりたい
かわからない。

Before  After



自分の強みやありたい姿に向
け、転職・プロボノ！

20代NPO勤務女性

周囲のプレッシャーや
やらなければいけないこ
とに捉われる

Before  After



Project MINTコミュニティ 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
- プロとして尊重し合う
- Empathy vs Compassion 60



応募・申し込み方法



- Project MINT共通クレドをご覧になり、共感して頂き、コミュニティにご興味を持って頂きましたら、ぜひ

あなたもMINTコミュニティの一員になっていただけたら嬉しいです。

- 「自己革新コース」第8期のご応募はこちらのフォームをご提出で完了します。ご提出後、その後のス

テップについてemailでご連絡をさせていただきます。お早めにご提出ください。

- ご質問がある方は、個別相談をご活用ください。代表植山のスケジュールをこちらのシステムよりご予約

可能です。

申し込み方法（フォーム提出締切は5/31）
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https://forms.gle/kDTkdioeCHZ14kvQ9
https://www.projectmint.net/booking-calendar/free1on1?referral=service_list_widget


- 5/31 (水) 　応募締め切り

- 6/12(月) 　専属コーチとマッチング

- 6/12 (月) 「第8期」受講生スラック（コミュニケーションツール）に招待

- 6/19 (月) 　任意　事前説明会＋顔合わせ参加

- 6/21 (水) 　 第1回目のオンライン講座　開始　19時〜21時

「自己革新コース第8期」受講 (6/21) までのスケジュール



私のパーパスは、
「ひとりの輝きを信じ続ける」

大人はもっと
学びで変われる　
まさに働き方・生き方が大きく変化している過渡期の今。

ひとりで変化に適応して、自分を変えていくことはすごく難しい。

それでも仲間と自分を導いてくれるコミュニティ（サード・プレイス）があれば、遠い理想

も実現できるような気がしてきませんか。

MINTをうまく活用していただけたら、短期間で自分軸を見出し

自分が心から願う使命が見えてきて、道が大きく開けます。

ぜひ今日からここで人生を変えていきましょう！


