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公認ファシリテーター養成講座の受講をご検討の皆さまへ 
 

この度は「SDGs アウトサイドイン・カードゲーム」及び「ESG/SDGs グレートリセット」

ビジネスシミュレーションの公認ファシリテーター養成講座の受講をご検討いただき、あり

がとうございます。 

 

このご案内は、皆さまが実際に２つのコースの公認ファシリテーターとして活動に参加す

るかどうか、ご判断いただくための資料として作成いたしました。長文ですが、大切なお知

らせになりますので、お読みください。 

 

目次 

1. 「SDGs アウトサイドイン」シリーズ 開発背景とコンセプト 

➀ SDGｓアウトサイドイン・公認ファシリテーターについて 

② ESG/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーターについて 

2. 公認ファシリテーター養成講座の内容、「２コース」詳細をご紹介！ 

3. 価格および価格体系の背景 

4. 公認ファシリテーター、企業研修の差別化戦略と提案の一例 

5. 最後に（期待されているあなたへ伝えたいこと） 

 

 

1┃ 「SDGs アウトサイドイン」シリーズ 開発背景とコンセプト 

 

 

 

「SDGs アウトサイドイン・カードゲーム」は、株式会社オークジャパンと、株式会社プ

ロジェクトデザインが共同で企画・開発、監修は株式会社オルタナに依頼し、世界が直面す

る社会課題をビジネスの力で解決することを学ぶカードゲームとして完成しました。 

 

＜本ゲームを制作するに至った経緯と仙台から発信する理由＞ 

本ゲームは 2011 年 3 月に発生した東日本大震災がきっかけとなって生まれました。仙台

に本拠を置くオークジャパンにとって、見渡す限り一面の荒廃から、それぞれの描いた未来

へむけて少しずつ息を吹き返していく過程は、志を新たにするものでした。 

 

宮城県の仙台空港隣に北釜という集落がありました。海岸に面したエリアです。そこに高

さ 12 メートル（痕跡高）の津波が押し寄せましたが、海岸林のなかでも深く根をはった松林

が押し倒されるまでの時間が 30 秒ほどかかったために助かった、鈴木英二さんという方が

いらっしゃいます。 

鈴木さんは、その後 10 年間海岸林再生に関わり、その経過をワシントンの世界銀行「年次

総会」や「リオ＋２０」でも講演し、2015 年 3 月、仙台において開催された第 3 回国連防災

世界会議招聘に寄与しました。同年 9 月、ニューヨークの国連本部で、SDGｓ（持続可能な
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➀ SDGｓアウトサイドイン・公認ファシリテーターについて 
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開発目標）が採択されましたが、169 のターゲットの中、11b に、世界で唯一「仙台」の地

名が刻まれました。 

 

<アウトサイドイン ～社会を捉える新たな視点～＞ 

 社会が抱える課題を見つけ、事業を通じて解決する取り組みは、東日本大震災の被災地に

限らず、日本国内、また世界各地至るところで生まれています。 

 「アウトサイド・イン（Outside-in）とは、SDGs 導入における企業の行動指針「SDG 

Compass」（2016 年３月に作成）に記載されている公式のビジネス用語で、Compass は羅

針盤を意味します。  

少し詳しく解説しますと、アウトとは「社会」を、インは企業や組織を意味します。これ

までのビジネスアプローチでは、企業が自社の製品・サービスの強みを生かしてマーケット

を開拓する「プロダクトアウト（Product-Out）」や、市場のニーズに合わせて製品・サービ

スを開発する「マーケットイン（Market-In）」が主流でした。 

「アウトサイドイン」は、この「マーケットイン」のベクトルを伸ばすことで、顧客のす

ぐ後ろにいる「社会のニーズ」に応えようというものです。つまり「社会課題の解決を起点

にしたビジネス創出」を意味します。実は「SDG Compass」に記述された「アウトサイドイ

ン」は、気候変動などの分野で、企業が科学に基づく目標設定を指していましたが、その後、

「社会課題の解決を起点にしたビジネス創出」の意義が注目されるようになりました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本カードゲームは、その指針を大切に、誰もが普遍的に実行でき、再現可能なサイエンス

にすることを目指して生まれ、且つ、このカードゲームを使って「SDGｓアウトサイドイン」

を企業内外に広めようとする希望者に「公認ファシリテーター」として認定証をお渡しして

います。 

 

 本カードゲームでは次のような学びを提供する場を設けることが可能です。 

 

・事業創造にあたって SDGs の考え方を活用することで生まれる新たな機会 

・社会課題解決と個人の意思・役割を起点として新規事業を構想する方法 

・組織内外のリソースを活用し、スピーディーに事業を実現する方法 

・個人や組織がしらずしらずの間に身に付けている事業創造に対するメンタルモデル 
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<皆さまとともに進化し続けるビジネスゲーム> 

1 年間の開発期間と、数多くのテストプレイを経て完成した SDGs アウトサイドイン・カ

ードゲームは、前半のカードゲームだけでなく、その振り返りも重要視しており、「カードゲ

ーム＋振り返り」で、《SDGs アウトサイドイン・ビジネスゲーム》と称しています。 

 

 

 

 

リリース後、４年目のスタートを迎えるにあたり、振り返りの手法や、ゲームのゴール設

定も高度化、そしてアウトサイドイン・アプローチを深化しています。これにより、ゲーム

体験による学びも多様化し、様々な目的に対応したゲームの開催が可能となりました。リア

ル版でもオンライン版であっても、それぞれの特徴を活かし、ゲームの効果を遺憾なく発揮、

ファシリテーターの皆さまが参加者に深い学びの場が提供できる環境を整備し続けています。 

今後も公認ファシリテーターの皆さまと協力しながら、さらに気づきの示唆や、熱狂を生

み、各地での体験・研修が活かされるようブラッシュアップし続けていく所存です。 

 

 

 

 

 

 

SDGs アウトサイドイン・シリーズの第 2 弾として、株式会社オークジャパンと、株式会

社創作は共同で、ESG／SDGｓの本質を学び、日々の行動に活かす「グレートリセット」ビ

ジネスシミュレーションを企画・開発、完成しました。 

 

＜本ゲームを制作するに至った経緯＞ 

 「SDGs アウトサイドイン・カードゲーム」をローンチして半年後の 2020 年 3 月以降、

猛威をふるうコロナ禍で、リアル開催を断念せざるを得ない状況に陥りました。早速、半年

後にカードゲームは「オンライン版」をリリースしましたが、グローバル化した、ノーバウ

ンダリーな世界にあって、より深く高度な学びと社員一人ひとりの自己変革を促し、日々の

行動に活かすコンテンツが必要と判断しました。 

折しも、世界経済フォーラム（WEF）が開催するダボス会議※では、2021 年のテーマを、

「グレートリセット」としました。 

 

※ダボス会議：正式名称である世界経済フォーラムは、ローマクラブをモデルに、経済、政治、学究、

その他の社会におけるリーダーたちが連携することにより、世界、地域、産業の課題を形

成し、世界情勢の改善に取り組むことを目的とした国際機関。1971 年に経済学者クラウ

ス・シュワブにより設立された。スイスのコロニーに本部を置き、同国の非営利財団の形

態を有している。 

 

グレートリセット（Great Reset）とは、いまの社会全体を構成する様々なシステム

を、いったんすべてリセットすること。 

私たちが生活する世界は、様々な金融システム、社会経済システムのもとに動いて

おり、こうしたシステムの多くは、第二次世界大戦以降につくられてきたもので、私

カードゲーム 高度化したゴールと振り返り ビジネスゲーム 

② ESG/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーターについて 
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たちの生き方や働き方の基本方針は、これらのシステムによって決定されていると言

っても過言ではないと言われており、迫りくる難問の数々は、これまで誰もが想像し

ようともしなかったような悲惨な結果をもたらすかもしれない。しかし、私たちがも

う一度、すべてをやり直そうとする力を、これまで考えもしなかった規模と連帯感で

結集すれば、そのような無残な結末を迎えないようにすることも可能であると「グレ

ートリセット」を提唱しています。  

 

 

＜SDGｓを超えてバックキャスティング ～ホロン型サステナブル経営～＞ 

 近い将来天然資源は枯渇し、地球環境は破壊され続けていきそうです。サステナブ 

ルつまり持続性・永続性を実践する経営でなければ、地球はもちませんし、企業活動 

そのものが成り立たなくなります。  

 

下記のプラネタリー・バウンダリーの図は、持続可能な開発のための条件であり、  

「人類のための安全動作領域」を定義するフレームワークとして考えられたことはご

存じの通りです。政府、国際機関、市民社会、科学界および民間部門を含む国際社会

に向けた提案でもあったこのフレームワークは、産業革命以降の人間の活動が、地球

環境の変動の主な要因となってきたことを示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 年 5 月、欧州環境庁（EEA）がプラネタリーバウンダリーの概念に基づく欧州

の環境負荷の報告書を公表しました。その中で、窒素循環は 3.3 倍、リン循環は 2 倍、

すでに限界値を超えていると報告されています。原因は食料を作るために使われる化

学肥料（主成分は窒素・リン・カリウム）だと。世界で使われる化学肥料は年間 1 億

4500 万トンで、それが川や海に流出し、汚染物質となっています。そして、低い酸素

レベルで増殖する微生物は二酸化炭素（CO2）より 300 倍強力な温室効果ガスである

亜酸化窒素（N2O）を多く排出し気候変動問題とも関連しています。 

図表の出典：環境省 平成 29 年版 環境・循環型社会・生物多様性白書 
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 国立環境研究所地球環境研究センター物質循環モデリング解析研究室長の伊藤昭彦 

氏は、「本当にその限界を超えているのか、気候変動より深刻なのか？」というある取 

材の問いに、 

「プラネタリーバウンダリーの枠組みを開発したロックストローム博士らの報告 

書の図では、気候変動よりも窒素やリンの循環の方が大きくプラネタリーバウンダリ

ーを超えているように描かれています。…窒素の閾値は過去の論文でもどういう要素

を閾値にするかで変わってきました。研究が進むにつれて分析結果も変わってきてい

ますから、注意が必要です。窒素やリンの循環の変化による影響は、気候変動ほど大

きくニュースで取り上げられることは少ないでしょう。それでも、地域によっては最

も深刻な環境問題になっており、早急な対策が必要になっていることは確かです…」

と答えてます。 

 SDGs の 17 の目標の中に窒素やリンを削減しましょうと直接は書かれていませんが、上

述のとおり、窒素やリンは直接・間接的にすべての目標に関連しています。窒素とリンは運

輸や産業、それからわれわれの廃棄物、下水からも出ています。つまり私たちの文明

そのものがさまざまな形で汚染物質を排出していることがわかります。 

 

 私たちは SDGｓに取組み、ウオッシュ（見せかけ、ごまかし）とならないためにも、 

“より上位概念を学び、確実に成果を出し続けていく” ことが必要です。SDG Compass

が示すアウトサイドイン・アプローチのバックキャスティング手法の目標そのものを

グレートリセットして設定し、ESG を実践するための事業戦略と財務戦略を統合し、

地球と共存するホロン型サステナブル経営を実践する時代ではないでしょうか。 

 詳細については養成講座の中で学びますが、「コンサル脳から、未来創造脳へ～過去

分析と数年先しか考えられない脳では対応できない時代、その人しか持ち合わせてい

ない未来創造脳が必修だ！～」という内容です。 

 

＜ESG/SDGｓは、自らを見直す大チャンス ～知識習得ではなく、実践フェーズへ～＞ 

 さまざまな社会課題を解決するために、これまで当たり前であった価値観・概念・

システムなどを白紙に戻し、まったく新しい仕組みを一からつくり出していくことこ

そが、自社や社員一人ひとりの『グレートリセット』であり、世界経済フォーラムが

打ち出しているグレートリセットを超えた価値を思考するチャンスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表の出典：令和 4 年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 
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 新しくローンチする「ESG/SDGs グレートリセット」ビジネスシミュレーションは、「知

る」から「やってみる」そして「できる」をコンセプトとして開発しました。 

SDGｓや ESG、カーボンニュートラル、サステナブル経営など、知識として「知る」だけ

なら、本や講演・セミナー・ワークショップなど多く発信されています。しかし、「知る」だ

けでは SDGｓや ESG の取組み＝仕事を深く理解し、日々行動・実践できるようには、なか

なかなりません。 

まずは「やってみる」こと。そして、失敗を繰り返して「できる」ようになるまで反復演

習することが大切です。しかし、現実社会で、日々の仕事上で「失敗」を繰り返すことは出

来ません。 

 

＜経営者の皆さまが日々直面している、社員一人ひとりとの共
・

創
・

課題解決へ＞ 

その課題を解決するために「ESG/SDGs グレートリセット」ビジネスシミュレーションを

開発、ご提案、共有することと致しました。 

経営者の皆さまが、日々直面している社員一人ひとりとの共創課題を、「ESG/SDGｓ×経

営」という視点でシミュレーション体験します。まだ SDGs という国際合意のない仮想世界

で、市場競争を通じて、会社の成長と事業を通じた社会貢献を目指します。企業としてマー

ケット（お客様）に価値を提供しながら株主と社員に対して果たすべき責任と、社会の一員

として担うべき役割の全体を体験し、既定路線に未来はないこと、根本的な思考の転換「グ

レートリセット」と「アウトサイドインアプローチ」が必要なこと。本模擬ワークの体験を

通して気づきを得て頂きます。 

本模擬ワーク参加者が当事者（経営者やビジネスパーソン）の立場になり、実際に情報を

集め、市場を分析し、経営判断・決断する、行動する、といったことを能動的に行います。 
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「グレートリセット」は、設定された期間で

24時間、体験が可能です。 

１） チュートリアル（開設） 

２） シミュレーション（６期） 

３） パラメータによるエンディング 

・・・・・・・６段階に分岐 
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２┃公認ファシリテーター養成講座、「２コース」内容をご紹介！ 

① SDGsアウトサイドイン・公認ファシリテーター養成講座 

《１日目開催》 の内容：カードゲームのリアル＆オンライン版の捌きを学ぶ 

 

SDGs アウトサイドイン公認ファシリテーター養成講座は、公認ファシリテーターとして、

SDGｓを確実に企業内に導入・浸透するための実践力を修得していただく「１日コース」で

す。SDGs アウトサイドイン・アプローチ手法を活用して、SDGｓ導入・浸透に取り組もう

とされる方のニーズに応じた、使いやすいプログラムです。 

 

・「公認ファシリテーター」として認定され、「SDGs アウトサイドイン・カードキット」 

及びオンライン版、各種パワポスライドを使うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日目：➀ SDGｓアウトサイドイン・公認ファシリテーター養成講座 
  
10:00 午前の部 チェックイン・開始 

１  自己紹介（アイスブレイク） 
２  SDGs アウトサイドイン・カードゲーム制作の背景 
３  SDGs アウトサイドイン・カードゲームのファシリテーターができること 
４  カード準備と配布（動画視聴）、ルール説明 
５  デモンストレーション（動画視聴）  

12:15 昼休憩 
13:00 午後の部 開始 

６  カードゲーム実施と振り返りの技術とポイントの学び、その意図を考える 
７  自分の意識と組織のカルチャーを変える（個人の will、プレーヤーカードの意味） 
８  ゲームの構造、作られ方、カードさばきの練習、カードから見えて来ること 
９    アウトサイドイン・強制発想マトリックス法／SDG Compass パワポの使い方 
10 個人や組織が身に着けているメンタルモデルをいかに更新していくか 

公認ファシリテーターの皆さまに望むこと（1）、Q&A 質疑応答 
ガイダンス（1）：公認ファシリテーターの皆さまへのお願い、連絡事項 他 
「SDGｓアウトサイドイン認定証」のお渡し 

17：30／終了（若干、前後する場合がありますので、時間の余裕を以ってご参加ください） 
    ※コンテンツ内容に変更がある場合があります。予めご了承ください。 

① SDGsアウトサイドイン・公認ファシリテーター養成講座 

《１日目開催》 の内容：カードゲームのリアル＆オンライン版の捌きを学ぶ 

 

リアル版カードキット（受講前に送付） オンライン版操作画面 
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② ESG/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーター養成講座 

《2日目開催》 の内容：コンサル脳から、MOS 脳へ  

～過去分析脳では対応できない時代、未来創造脳が必修だ！～」を学ぶ 

 

 ESG/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーター養成講座は、SDGｓを超えたＥＳＧ

やプラネタリーバウンダリーなど様々な社会課題をまなび、企業内のリーダーや実務者に対

し、根本的な思考の転換「グレートリセット」と「アウトサイドイン・アプローチ」が必要

なことを、本模擬ワークを通じて、浸透・定着するための実践力を修得していただく「２日

目の１日コース」です。 

  

・「公認ファシリテーター」として認定され、「ESG/SDGｓグレートリセット」ビジネス 

シミュレーション（オンライン版）、各種パワポスライドを使うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
２日目：② ESG/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーター養成講座 
 
10:00 午前の部 チェックイン・開始 

１  確定的事実思考～ＥＳＧとＳＤＧｓ年表から世界を紐解く～ 
２  ESG/SDGｓグレートリセット・ビジネスシミュレーション制作の背景 
３  ESG/SDGｓグレートリセットのファシリテーターができること 
４  デモンストレーション（個人ワークと、集団ワークの設定と実施法）  
５  ワークショップ設定とワークの開催、振返り（動画視聴）、ルール説明 

12:15 昼休憩 
 
13:00 午後の部 開始 

６  想定されるストーリーライン（序盤・中盤・終盤） 
７  マルチエンディングとプレイデータ取得（最終プレイ日時、周回情報、閲覧有無） 
８  振り返りの技術とポイントの学び（個人ワーク・チームワーク振り返り） 
９    一人ひとりのワークの設計とコンテンツの作り方 
10 ホロン型サステナブル経営（コンサル脳から、あなた自身の脳力が未来創造脳） 

公認ファシリテーターの皆さまに望むこと（1）、Q&A 質疑応答 
ガイダンス（２）：公認ファシリテーターの皆さまへのお願い、連絡事項 他 
「ESG/SDGｓグレートリセット認定証」のお渡し 

17：30／終了（若干、前後する場合がありますので、時間の余裕を以ってご参加ください） 

    ※コンテンツ内容に変更がある場合があります。予めご了承ください。 

(8) 

② ESG/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーター養成講座 

《2日目開催》 の内容：コンサル脳から、未来創造脳へ  

～過去分析脳では対応できない時代、未来創造脳が必修だ！～」を学ぶ 

 

地球環境が悪化すると・・・ 
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３┃ 価格及び価格体系の背景 

 

◎価格について 

「SDGs アウトサイドイン・カードゲーム」及び「ESG/SDGs グレートリセット」ビジネ

スシミュレーション を使用するには、以下の項目の費用が必要となります。 

 

1）公認ファシリテーターになるための費用について 

公認ファシリテーター養成講座を受講し、修了いただくことで、公認ファシリテーターと

して、➀SDGs アウトサイドイン《カードゲーム・リアル版＋オンライン版》カードキット、

②ESG/SDGs グレートリセット」ビジネスシミュレーションを使用することが出来ます。 

基本資格取得費用としてイニシャル各 132,000 円（税込）で提供させていただきます。但

し、２つの公認ファシリテーターとなられる方には、以下の特別割引があります。 

 

《開催と受講料》 

『SDGs アウトサイドイン公認ファシリテーター』養成講座 ２コース 

充実のアウトサイドイン・シリーズ 資格 特別価格 

・公認ファシリテーター養成講座 

➀ SDGｓアウトサイドイン・公認ファシリテーター 

  (１日目受講) 

② ＥＳＧ/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーター 

  (２日目受講) 

個人 各 132,000 円／人（税込） 

※後日、追加受講 66,000 円 

➀②同時受講 

   198,000 円／人（税込） 

※②の登録料＠11,000 円（含む） 

・公認ファシリテーター卒業生の皆さま 

⇒過去に１日コース及びライトコースを受講された方の 

②追加受講 

⇒過去に２日コースを受講された方の②追加受講 

   （スタンダードコース） 

個人 

 

 

 

 

66,000 円／人（税込） 

※②の登録料＠11,000 円（含む） 

33,000 円／人（税込） 

※②の登録料＠11,000 円（含む） 

・法人導入コース 
 ※別途お問合せください。 

法人 
※お見積り致します。 

（特記事項） 

 ・②登録料とは、公認ファシリテーターの皆さまが、② ESG/SDGｓグレートリセットのワークショッ 
プを行う場合、受講者お一人おひとり又は、グール 3～4 人毎にＵＲＬの発行が必要になりますので、 
そのための、公認ファシリテーターの皆さまをシステムに登録させて頂く料金です。 

 ・分割コース／法人導入コースも承ります。お気軽に事務局＜info@outside-in.co.jp＞まで。 

 

《想定している受講者の皆さま》  

《➀ SDGｓアウトサイドイン・公認ファシリテーター・１日目》 

・専門家（他の教育の資格を持っている方など）の皆さま 

・SDGs を企業に導入したいと強く思われている方々、教育者、関係組織の皆さま 

 

《② ESG/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーター・２日目》 

・専門家（他の教育の資格を持っている方など）の皆さまで、SDGs のみならず、ESG や 

より深いテーマで幹部・リーダー向けセミナー、ワークショップなどを行いたい方 

・ESG/SDGs を企業導入・浸透・定着したいと強く思われている企業の担当者、リーダ 

ー、経営幹部、実務者の方々、教育者、関係組織の皆さま 

・企業の経営企画室や CSR 推進室担当者、中堅・中小企業の経営者や担当者の皆さま 

(9) 
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2）利用フィーについて 

今後、公認ファシリテーターの皆さまがより多くの人たちに高品質なゲーム体験の場を提

供し、SDGs で示された課題を解決していくためには、ファシリテーター同士が学び合える

関係づくり、数多くのゲーム体験の場の確保、ファシリテーションのクオリティの向上が大

切だと考えています。このような考えに基づき、以下の通り「利用フィー」を設定していま

す。 

➀SDGs アウトサイドイン・カードゲームの利用フィー 

・リアル版 

リアル版の利用フィーとして売上金額の 20％をご請求いたします※。例えば「SDGs アウ

トサイドイン・カードゲーム」を使ったイベントやワークショップを有料で開催したり、研

修サービスとして外部に販売（企業研修等）したりするケースがこれにあたります。利用フ

ィーが発生する催しを行った際は、金額と内容について事務局にご報告いただきます。 

 

※ただし、公式サイトに申請・掲載された一般向けのイベントに関しては利用フィーの 

支払いは（有料の参加費をいただくものであっても）不要です。本ゲームの認知・拡大の 

ためにご活用ください。 

また、自らが属する団体組織内での研修など、講師への謝礼が発生しにくい、あるいは

発生させてはならない場（無料開催）では、利用フィーは発生いたしません。SDGs やア

ウトサイドインの考え方を理解し、拡げるツールとしてお役立てください。 

※受講後の年間サポートフィーはありません。 

 

・オンライン版 

オンライン版はシステム利用料制となっており、オープン開催は 11,000 円（税込）、組

織内クローズ開催は 33,000 円（税込）となります。※利用フィーはかかりません。 

 

⚫ ESG/SDGs グレートリセット」ビジネスシミュレーションの利用フィー 

・リアル版／開発の予定はありません。 

・オンライン版 

オンライン版はシステム利用料制となっており、オープン開催は 11,000 円（税込）、組

織内クローズ開催は 33,000 円（税込）となります。 

※利用フィーはかかりません。URL の発行料など詳しくは養成講座内でお伝えします。 

 

 

４┃ 公認ファシリテーター、企業研修の差別化戦略と提案の一例 

 

 公認ファシリテーターになられた皆さまに、どのように活動して頂きたいか、お役立

ち（差別化）戦略の一例をお示ししたいと思います。 

 

 事業コンセプトは、『ホロン型サステナブル経営の教育分野』において社会貢献するこ

と。私たちは、SDGｓを基軸に、アウトサイドイン・アプローチから研究をスタートし、

コロナ禍の中「グレートリセット」を完成させ、今また「アースショット」の開発に取

組んでいます。その理由は、皆さまの活動を「単発」ではなく、中長期的に支援したい
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からです。 

以下の図は、皆さまの活動を想定した「お役立ち（差別化）戦略」と、社員研修やワー

クショップの領域で、企業や組織が SDGｓウォッシュとならないよう、導入・浸透、そ

して、社員一人ひとりに定着するよう研修やワークショップを企画できるようにしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒SDGｓアウトサイドイン・アプローチは、 

 社会課題を解決しながら、持続可能な新 

 しい事業を開発する方法です。 

 その領域は、シード期・アーリー期が想 

 定されます。まずは全社員を対象に、 

「アウトサイドイン・ビジネスゲーム」。 

次に幹部・リーダー向けに「グレートリ 

セット」、最後が、経営層に「アースシ 

ョット」シミュレーションを提供します。 

  

 以下は企業研修のイメージです。パターン➀は、従来の「単発パターン」。パターン②

③が、中長期で、社会課題を解決する新事業開発を伴走する社員教育を考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この資料は、養成講座の個人向け版ですが、法人用もご相談をお受けいたします。 
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５┃ 最後に（期待されているあなたへ伝えたいこと） 

 

私たちは、SDGｓアジェンダや SDG Compass の「アウトサイドイン・アプローチ」を基

軸に、自らを「グレートリセット」し、その後のホロン型サステナブル経営がもたらす、地

球と共存する経営「アースショット」の概念をより高く掲げ、真のリーダーの一人として研

究・活動してまいります。共感される方は是非ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公認ファシリテーターや ESG/SDGs 担当者・推進者・専門家への期待は、日々高まって

います。それは、企業を取り巻く経営環境が大きく変化していることにとどまらず、皆さま

も日々ニュースなどで目にするように、社会・環境・経済、そして地政学的にも地滑り的地

殻変動が始まっていると理解せざるを得ません。 

皆さまが、公認ファシリテーターとなられた場合、助言者ではなく、促進者から行動する

実践者としての立ち位置になります。そして、経営者や企業セクターの方々から様々な相談

や問い合わせ、オファーが来るでしょう。組織の大きさや個人事業主だからなどという価値

観はなくなりつつあります。マーケットインの外側にあるアウトサイドインの提唱者、そし

て、世界を救うグレートリセット推進者のお一人として当該企業の ESG/SDGs 経営に積極

的に取り組んで行く姿勢があれば、上記のレモンの先端を走る専門家としての助言が求めら

れるでしょう。 

「SDGs アウトサイドイン・カードゲーム」及び「ESG/SDGs グレートリセット」ビジネ

スシミュレーション、そして、来春公開予定の「アースショット」公認ファシリテーター講

座受講を、皆さまの活動の戦略的、長期的に位置づけていただき、ご検討頂ければ幸いです。  

 

それでは皆さまのご隆盛をご祈念申し上げ、お会いする日を心から楽しみにしています。 

2022 年８月吉日 

株式会社オークジャパン  

SDGｓアウトサイドイン研究所 

 

 

 

 ※「アウトサイドイン」「グレートリセット」は、当社の登録商標です。安心してご参加ください。 
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・『SDGs アウトサイドイン・シリーズ』養成講座 送付資料 
 
１．SDGｓアウトサイドイン・公認ファシリテーター養成講座 

  (１日目受講の方へ) 

 

① 養成講座テキスト（１５０頁）                  ②カードキット（一式）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ オンライン版利用案内（３０頁） 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑤ゲームの基本概念シート       ⑥新事業成否チェックシート    ⑦ SDGs １６９ターゲット 

   （リアル/新事業創出説明用）         （リアル/ファシリテーター用）      （１７ゴール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑧ 強制発想マトリクスシート     ⑨ ゲームロジックに使用     ⑩SDG Compass スライド 

    （リアル/ワークショップ用）          〈４９事例〉解説資料         (２３頁) 
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添付資料－１ 

④ワークショップ用スライド（７５頁） 
  （トークスクリプト付） 
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２． ＥＳＧ/SDGｓグレートリセット・公認ファシリテーター養成講座 

  (２日目受講の方へ) 

 

① 養成講座テキスト                  ②運営マニュアル（一式）   

 

 

 

 

 

 

 

 

② ワークショップ用スライド             ④ スタート＆チュートリアル 

 

 

 

 

 

 

  ⑤経営フェーズ・カード 

   （経営企画・研究開発・調達・製造…） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

（オンライン版組込み） 
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⑥ 振り返り（オンライン版組込み） ⑦ ルール解説 ＆  
最終結果（ランク）解説 
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⑧ 関連ワークショップ・スライド（適時） 

※実際の画像と異なる場合があります。 


