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知恵を育てる 



DX実践ワークショップ 

自分の仕事の進化と結びつけながらDXを理解し、実

テーマを通して変革を推進できる人材を育てる 

DXの推進には、デジタルの知識とビジネスの知識の掛け合わせが重要で

す。そのためには、特定の部門・職種だけではなく、全社員が自分事とし

て捉え、自らの業務に適用していこうとすることが必要です。 

まずは、テクノロジーの進化による便利さを知ることで、顧客やステーク

ホルダーが感じているかもしれない不便さに気づき、デジタル技術を用い

た変革のポイントを発見するリテラシーを高めます。 

そのうえで、変革の推進には、ユーザー視点から小さく作ってフィード

バックを得て改善を重ねるという、思考と行動特性の変容が必要です。 

現場での実際の課題を基にして、受講生同士がお互い学びあいアイディア

を試しながら、DXの企画の一連を体感することで、ひとりひとりが変革

を推進する人材となっていくことを目指します。 

プログラム概要 

自分の仕事のなかで、デジタル技術を活用しユーザーの価

値を上げるための実践課題に取り組みます。デジタルリテ

ラシーとユーザー視点を兼ね備えた、変革の推進をする人

材を育成します。 

対話と実践から学ぶアクションラーニング 

企画立案と 

フィードバック 

デジタル技術を利用した価値創造と

変革について、企画立案。実務経験

豊富なファシリテーターが実現に必

要なポイントをフィードバック 

DXの 

必要性を知る 

デジタル技術を利用した価値創造と

変革ついて、身近な例をもとに実践

者からケースや対話を通して学ぶ 

ユーザーを 

理解する 

変革したいことについて、実際に

ユーザーにインタビューすることで、

真のニーズと変革の方向性を考える 

コンセプトの 

検証 

ユーザー視点からデザインしたコン

セプトについて、小さく試して

フィードバックを得て改善する 



DX実践ワークショップ 

 金融機関・インフラ企

業・製造業 他 

主な導入実績 

「まずは、自分が世の中の

サービスを知る必要があると

感じた。そのうえで、まず

やってみること重要だと思っ

た」 

「実践が中心なので、活動に

身が入り、学びが深まったと

感じた」 

「まず、自分がやってみるこ

とが大切だと思った。すぐに

できることから実践していき

たい」 

受講者の声 

Input 

Output 

テーマ ねらい・実施内容 実施方法 

事前課題 
 DXと価値体験 

 改善アイディア 

 受講者のマインドセット 

 本プログラムの「目的」を共有し、各自で仮説を持つ 

動画／Web記事 

など 

Day1 
DXユーザー体験と

DXビジネスモデル 

 チームビルディング 

 DXの目的と良質なオンライン体験 

 変化の必要性の理解 

 DXビジネスモデルの進化 

オンライン 

ワークショップ 

Day2 
ユーザー理解と 

インタビュー 

 顧客の声を聴く 

 “まずやってみる” 

 真のニーズをみつけるためのユーザーインタビュー実践 

 インタビュー計画の立案 

オンライン 

ワークショップ 

中間課題 
 インタビュー 

 プロトタイプ 

 各チームインタビューを実施し、結果をまとめる 

 インタビュー結果から、変革案を 

ブラッシュアップし、企画案を作成する 

フィールドワークと 

グループ活動 

Day3 中間発表 

 インタビュー結果を企画に反映 

 発表とフィードバック 

 企画と計画の作成 

 “小さく試す”フィールドワーク計画 

オンライン 

ワークショップ 

最終課題 
 フィールドワーク 

 最終発表準備 

 “小さく試す”フィールドワーク 

 最終発表準備 

フィールドワークと 

グループ活動 

Day4 最終発表 
 各チームからの発表とフィードバック 

 学びの振返り 

 ネクストアクションの立案 

オンライン 

ワークショップ 



組織やチーム内に存在する知恵を、 

いかに共有し、資産化するか。 

個々の中に眠っている知恵を、 

どう表に出し、育てるか。 

 

考えること、考えさせることは効率と

真っ向から反する。それをいかに楽しく、

自由に、実現するかが私たちの仕事です。 

知恵を広げる。 

知恵を育てる。 



株式会社 文殊の知恵 

設立日 2019年12月3日 

資本金 395万円 

活動拠点と 

チーム体制 

オンライン上のリモートチーム（パラレルワーカー 18名体制） 

オフライン拠点（愛知県西尾市Hazuforinia、岐阜県郡上市、 

長野県根羽村・松本市、東京都） 

役 員 

代表取締役 藤野 貴教 （兼 株式会社働きごこち研究所 代表取締役） 

取締役 井手 友隆 

取締役 佐竹 宏範 

事業内容 

①  教育 （人材育成・組織開発） 

②  開発 （ソフトウェア・動画・Web） 

③  研究 （シンクタンク・調査） 

④  メディア （企画・制作・運営） 

⑤  コンサルティング （新規事業・新商品開発） 

⑥  地域 （まちづくり・むらおこし） 

H P 
https://monjunochie.co.jp/ 

https://uxj.jp/ 



主な支援実績 



文殊の知恵の「こだわり」 

「知識」は「体験」して「知恵」になる  

アクションラーニングで変革を起こす 

変化の激しい時代、急激な変化に対応す

る組織や個人の能力が求められています。

一方で、いままでのルールや成功体験、

失敗を恐れるマインドなど、変化や新し

いチャレンジを阻む風土がそれを阻害し

ます。 

文殊の知恵が提供する、寺子屋ワーク

ショップでは、個人や組織の現実の問題

を取り上げて、実践を通して個人と組織

に変化を起こしていきます。知識ばかり

が増えても、変化にはつながりません。 

大切なのは小さな実践とそこから得られ

る気づき、そしてそれをまた小さな実践

につなげていくことの積み重ねです。 

変化の必要性を理解する 

個人のWill（意思）を 

基にしたテーマの選択 

現実の問題に基づいた企画と実行 

対話と個人ワークを重視 

振返りを通して自分の言葉で語る 

ファシリテーターが伴走しながら実施。

「体験」を「知恵」に変え個人に変化

を起こし、変化した個人のつながりが

変化の核となり、周囲を巻き込んだ 

組織の変革につなげます。 

寺子屋ワークショップ 

→ ワークショップ 日常業務 ← 

個人の 

意識と行動 

特性の変化 

組織風土の変革 

対話と内省を 

通した概念化 

日常のなか 

での実践 

ケースを通した 

概念の学びと体験 

共に実践する仲間の 

存在による行動強化 

気づきから 

行動を定義 



知恵を育てることにより「目指したい姿」 

先行きが不透明で、計画が建てられな

いVUCA時代には、自らの意志に基づ

いてトライ&エラーで変化を起こす 

イノベーター型の人材の存在

が重要です 

1 評価ばかり気にし忖度する“サラリーマ

ン”人材から、自身のwillを組織のパー

パスや世の中の潮流と融合し、自発的

にアクションを起こす 

“自燃型のビジネスパーソン”へ

の変化を起こします 

2 

3 “できないこと”ばかりに目を向け誰か

のせいにするのではなく、自分のでき

る範囲から行動を起こしていくことが

できるように、 

個人の意識と行動特性の変容

を促します 

4 意志と知恵を持った個人が、それぞれ

の持つ影響範囲のなかで影響を拡大し

ていくことで、イノベーター型の人材

が活躍できる 

「学習する組織」 「共感する組織」

「自走する組織」を目指します 



 新しい価値を生み出すための探索型のイノベーター人材 

新しい価値を生み出していくには、既存の仕組みを探究して 

磨き上げるだけでなく、新しいことを探索しながら成功に導く 

イノベーター型の思考と行動特性を持った人材が必要となる 

1 

 将来のお金を稼ぐｘｘの創出 

 やったことがないことにチャレンジ 

 やってみないとわからない 

 計画できない・トライ&エラー 

探索型 

イノベーションの創出 

新しい価値の探索 

 今のお金を稼ぐ仕組みの維持と改善 

 これまでの延長・改善をつきつめる 

 わかっていることをやる 

 計画可能・失敗しない 

探求型オペレーショナル 

エクセレンス 

既存の価値の探求 



“サラリーマン型” ドリームキラーをチャレンジャーに変える 

組織内にはびこる、イノベーションを阻害する 

 “サラリーマン型” ドリームキラーは 

過去の失敗を例に挙げながらアイディアを破壊！ 

まずやってみるという 

行動特性とそれを許容する

組織文化が必要！ 

Challenge 

2 

こんなセリフを言います 

無理だ 

難しい 
できない 

俺は 

聴いて 

いない 

誰が 

責任取る 

前例が 

ない 

 失敗すると… 

俺は最初 

からわかって 

いた 



 “自燃型ビジネスパーソン” を育てる 

できること、やらなければいけないことから 

考えはじめるのではなく、やりたいことから考えはじめて、 

自発的にそれを実現していけるような思考と行動特性が必要 

2 

will 
実現したい世界は？やりたいことは？ 

誰が喜んでくれるとうれしい？ 

must 

can 

   ●●さんに言われたから 

   会社のビジョン・世の中の流れ 

   自分の権限できる 

   自分の影響の範囲でできる 



  できることからはじめる 

まずは小さな一歩から 

地図のない山を登るとき、麓にいなが

ら計画を建てようとしても、 

雲があればわかりません。 

少しだけ登ってみると雲のうえに出て、

先が見通せるようになります。まずは、

少し登ってみて見通しを良くしてから

次のことを考えるような行動特性を身

に着けます。 

自分の変えられる半径3mの範囲から

変化を起こしていきます。 

3 

少し 

登る 

 見通せる！ 

よかったー 

さらに 

登る 

  谷がある！ 

どうしよう？ 

GOAL 

START 



  影響範囲を拡げていく 4 

参加メンバーが周囲を巻き込みながら、知恵を広げ、育てていきます。 

ネガティブ 

ネガティブ 

日和見 

20% 

60% 

ポジティブ 

20% 

中核を担う人材 

中核人材が自分の 

周りを巻き込む 

成功事例後仲間に 

敵にしない戦わない 

コア 



  イノベーター人材が活躍できる組織の形 4 

自 走 
 する組織  

 自立した行動を重視する価値

観を持った組織 

 自ら考え、メンバーと対話し

ながら価値を生み出す 

学 習 
 する組織  

学習を優先する対話型の組織 

「失敗は学びの機会」と 

捉える 

共 感 
 する組織  

 顧客やステークホルダーに共

感する（×社内事情を優先する） 

 組織のパーパスを理解し、共

感する 

イノベーター型の人材が活躍し、 

新しい価値を生み出していくことができる組織風土に変革していく 



文殊の知恵が提供する「ワークショップ」の特徴 

自社の戦略や世の中の 

流れをわかりやすく翻訳 

自社やDX/UXなどの最新トレ

ンドわかりやすく翻訳。 

実践者の話やケースを用いて、

対話を通し浸透させていき

ます。 

実テーマを使った 

アクションラーニング 

実テーマを用いて、チームで企

画を考え、実践します。 

ただ聴くだけとは違い、実際に

行動することで、知識が知恵に

変わり、意識と行動の変容

につながります。 

対話による気づきが 

中心のワークショップ 

実務経験が豊富なファシリテー

ターが対話を促進します。経験

や行動を言語化することで、深

い気づきにつながります。 

また、小さなアクションを促す

ことで、まずはできることから

変化を起こすとともに、共に行

動する“仲間”の存在が行動の継

続につながり、組織文化の変

容につながります。 



ファシリテーター紹介 

藤野 貴教 

株式会社文殊の知恵  代表取締役 

株式会社働きごこち研究所  代表取締役  

TAKANORI  FUJINO 

新卒でアクセンチュアに入社するも「就職のミスマッチ」を感じ、一年

で退社。この経験から採用コンサルティングの道に進む。先輩の紹介で

入社した上場直後のdipで、採用・教育担当として一年間で200人以上を

採用。その後、同社初となる社長のアイデアを実現する戦略推進チーム

のリーダーに抜擢される。このとき、トップの意志やメッセージをトラ

ンスレートし、現場に伝え会社を変える面白さと難しさを知る。 

2007年、「“働く”のこれからを考える」をコンセプトに株式会社働きご

こち研究所を設立。グロービス経営大学院MBA修了（成績優秀終了者）。

2015年から「テクノロジーの進化と人間の働き方の進化」を研究の中心

領域にする。日本のビジネスパーソンのテクノロジーリテラシーを高め、

人工知能時代のビジネスリーダー育成を志として、全力で取り組む。

『2020年人工知能時代 僕たちの幸せな働き方（かんき出版）』を上梓。 

また、2006年（27歳）で東京を「卒業」。愛知県の田舎（西尾市幡豆町

ハズフォルニア）で子育てをしながらのフルリモートワーク。家は海ま

で歩いて5分。趣味はスタンディングアップパドル（SUP）。 

2019年、「ビジネス・テクノロジー・クリエイティブ」の3種の知恵を

集めた株式会社文殊の知恵を設立。UXを伝えるWEBメディア『UX

ジャーナル』を創刊、編集長を務める。 



ファシリテーター紹介 

アイシン精機、アサツーディ・ケイ、味の素、アドヴィックス、

アビームシステムズ、アフラック生命保険、伊藤忠商事、NEC、

NTTデータ、オムロン、オリックス銀行、花王カスタマーマーケ

ティング、キリンビール、コニカミノルタ、コメダ珈琲、サーラ

グループ、シスメックス、JXTG、JR東日本、スギ薬局、住友商

事、積水ハウス 不動産中部、ソフトバンク、ソニーセミコンダ

クタソリューションズ、第一三共、ダイキン工業、大和証券グ

ループ本社、武田薬品工業、千葉銀行、中外製薬、中京テレビ放

送、中部電力、デンソー、東海 東京フィナンシャルホールディ

ングス、東海労働金庫、東京ガス、東邦ガス、東和不動産、豊島、

トヨタ自動車、トヨタエンタプライズ、トヨタファイナンス、豊

田通商、トヨタホーム、豊田理化学研究所、トランスコスモス、

日本たばこ産業、日本特殊陶業、野村證券、野村総合研究所、パ

ロマ、HONDA、みずほ情報総研、三井ホーム、三菱地所、三菱

UFJフィナンシャル・グループ、物語コーポレーション、ユニー、

リコージャパン、OneJapan など (50 音順) 

主要取引先、研修実施企業 メディア掲載・登壇イベント・論文 

 人工知能学会 学会誌 論文掲載 

 IBMカンファレンス、NTTカンファレンス 登壇 

 フジテレビ ホンマでっか！TV 出演 

 JWAVE 岡田准一 Growing Reed 出演 

 FM横浜小山薫堂 FUTURESCAPE 出演 

 TBS A.I.共存ラジオ 好奇心家族 出演 

 雑誌 東洋経済、日経トレンディ、MORE、週刊ポ

スト、週刊SPA、東京スポーツ新聞、企業実務 etc 

 著書は中国・台湾・韓国で 

翻訳出版 

働きごこち研究所  http://hatarakigokochi.jp 

http://hatarakigokochi.jp/


ファシリテーター紹介 

2007年健康関連ECのケンコーコム株式会社入社。オペレーション本部長として、

システム企画・新規事業立ち上げ・資本業務提携などの各種プロジェクトに従

事。急成長を支えるオペレーション部門の構築を行う。2016年オフィス向け置

きお惣菜の福利厚生サービスオフィスおかんを運営するスタートアップ企業の

株式会社おかん入社。オフィスおかんサービスの責任者として、マーケティン

グ、MD、ロジスティクス、カスタマーサクセス、システムの各部門を統括。

2018年株式会社セブン＆アイ・ホールディングス入社。新規事業立ち上げに従事。 

2018年信州大学が実施する『信州100年企業創出プログラム』に参加のため、

独立。松本の企業で働きながら、信州大学客員研究員として研究を行った。 

現在は地方中小企業やスタートアップ企業における、新規事業立ち上げ、組織

改革、チームビルディング、人材育成、などのテーマに取り組んでいる。プロ

ジェクトチームを組成し、人材育成・チームビルディングをしながらの事業の

企画と実行を得意としている。 

松本地域では、若手社会人が仕事に必要なスキルを学ぶ『あしたシナリオ創造

ゼミ』を主催。また、長野県の事業を立上げたい個人を対象に、全6回のカリ

キュラムで事業を立ち上げを行う『信州ドリームプランプレゼンテーション』

を主催、講師・ファシリテーターを務めている。デザインシンキングの手法を

使って、保育士の方や介護士の方・看護師の方など“ビジネス”に馴染みがない

地域の方たちが、自分の夢を基にした事業を立ち上げることを支援している。 

佐竹 宏範 

株式会社文殊の知恵  取締役 

プロジェクトデザイナー／ファシリテーター 

HIRONORI  SATAKE 



ファシリテーター紹介 

著 書 

「いちばんやさしいDXの教本」 
 

人気講師が教える 

ビジネスを変革 

する攻めのIT戦略 

複 業 

 プロジェクトマネジメント 

 UXデザイナー 

 スクラムマスター 

2007年ディップ株式会社入社、プログラマーやインフラエ

ンジニア職を経て、アルバイト・パート求人掲載サービス

「バイトル」のスマートフォンアプリの企画立案を担当。 

エンジニアとディレクターという両側面のスキルを生かし、

数多くのプロジェクトマネジメントを手掛ける。ユーザー

目線を重視した顧客開発モデルを取り入れ、UXデザイナー

としても活躍。 

文殊の知恵  DX・UXファシリテーター 

ディップ株式会社 

次世代事業統括部 dip Robotics 室長  

亀田 重幸 
SHIGEYUKI  KAMEDA 



ファシリテーター紹介 

神奈川県出身。筑波大学卒・筑波大学大学院（社会工学

修士）修了後に日本IBMにITエンジニアとして入社。テク

ニカルセールスとして技術営業・コンサルティングに約7

年間従事。 

2012年11月に退職し、ビジネスクラス世界一周券で5大陸

13カ国を周遊。 

2013年7月より、株式会社プレセナ・ストラテジック・

パートナーズにて、国内リーディングカンパニーに対し

ビジネススキル研修を年間100日以上提供中。 

「露天風呂に入っているようなキモチイイ世界」を広げ

ようと、日々ゴキゲンに生きてます！ 

文殊の知恵  プログラム開発責任者 

Gallup  ストレングスコーチ 

（株）プレセナ・ストラテジック・パートナーズ 

藤井 啓 
KEI  FUJII 



ファシリテーター紹介 

中学卒業後、15才で単身オーストラリアへ3年間ゴルフ留学。

帰国後の大学在学中にプロゴルファーに転向。25才で日本

初のコースレッスン専門会社GEN-TENを起業。全国に散ら

ばる1万人以上の顧客と、20人以上のコーチをフルリモート

でマネジメント（2020年6月株式譲渡により退任）。 

2018年、タイのバンコクにオフィスを設立。タイ国内企業

ECのコンサルティングを行う他、国内ゴルフ場のコンサル

ティング、執筆、コーチングセミナーなどで活動中 

 ゴルフコーチ（USGTF） 

 メンタルフィットネストレーナー（NESTA） 

 ゴルフコンディショニングスペシャリスト 

（NESTA） 

 ゴルフフィットネストレーナー（JGFO） 

 MBA（グロービス経営大学院） 

文殊の知恵  クリエーター 

ゴルフ活動家 

ファシリテーター 

大矢 隆司 
TAKASHI  OYA 



ファシリテーター紹介 

1976年大阪生まれ。大阪府立工業高等専門学校卒、千葉大学工業

デザインを専攻。（大学、大学院）グロービス経営大学院卒。 

2002年に東急電鉄（現：東急株式会社）に新卒入社、2022年に退

社。在籍中は、海外のリゾート開発、国内の複合用途ビル開発、

子育て事業、新規事業開発などに従事した。 

2012年4月渋谷ヒカリエオープニングプロモーションでのTEDx 

Tokyo2012の誘致、2018年のKBCほいくえんの開園などを主導し

た。 

2020年からニューノーマルな生き方・働き方を実践すべく、リー

ドザセルフジャパン合同会社を設立、企業・行政からプロモー

ション支援、プロジェクト管理やコミュニティマネジメント業務

等を受注している。 

ライフワークとして「個人の自立を支援する」ことを目的とした

オンラインコミュニティ（330人）と、オンラインサロン（30名＆

3社）を主催し、一人ひとりが自分らしく自立して生きていける世

界の実現を目指して奮闘中。（人数はいずれも2022年4月時点） 

松木 健治 

文殊の知恵  

プロジェクト・コーディネーター 

KENJI  MATSUKI 


