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発行責任者： 一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

       理事長 平本 靖夫 

       （Captain 平本：（株）I&C・HosBiz センター） 

編集責任者： 理事 石川 昌平 

 

はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

一般社団法人 経営特訓士協会 

 

URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【タイトル】ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」の 

おすすめ  ～“トキメク時”を KTG で持とう！～ 

                 5 回シリーズの第５回：最終回です。 

 

【著 者】中小企業診断士   

一般社団法人 経営特訓士協会 監事、認定インストラクター 

 

     （株）I&C・HosBiz センター 取締役     田村 守 

 

 

5－５ 経営特くんゲームの新しい動き  

～労働組合の幹部・執行委員が、「経営特くんゲーム」に取り組み中です～  

  

 11 月 18 日（水）、東京都文京区のシビックセンターにおいて、労働組合の 

幹部・執行委員を対象とする「労組のための経営分析公開セミナー」が開催され、 

ボード型マネジメントゲームである KTG（経営特くんゲーム）のトライアルゲーム 

を行いました。  

 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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 参加者は、労働組合の幹部であり超多忙中です。お仕事の都合上、当初 3 名 

の参加予定が 2 名となりましたので、主催者側から高橋課長、当協会から筆者が 

入り、1 卓 4名でゲームを実施しました。 

 

主催者は、当協会のコラボ・クルーである高橋基樹氏（中小企業診断士、 

社労士）が社長を務める（株）ヒューマンバリュウ研究所（以下、「ＨV I 」 

という）です。 

「H V I」では、かねてより首都圏の約 200の労組と緊密な信頼関係を構築して 

おられますが、本セミナーは、そのご縁で開催に至ったものです。 

 

当日参加の労組メンバーは、全国的に著名な二つの労組の、執行委員長 K 氏と 

中央書記長 S 氏でした。 

5 時間のトライアルゲームに対して、真剣に取り組み、KTG に対して強い関心 

をお持ちいただきました。お二人とも理解力抜群で、とても楽しくゲームを実施 

できました。 

 

トライアルの通例通り、リスクカード枚数を 60％弱に減らし、リスクカードを 

引くチャンスも 60％にしました。競争入札（競売）は実施しませんでした。 

結果的に、お二人の経営成績は、黒字でした。 

これに対する意見では、労組幹部としては、赤字経営への対応を迫られることが 

多いので、ゲームの結果は、厳しい決算となる方が望ましい。また、次回は、競争 

入札（競売）を体験したい。などがありました。 

 

ゲーム終了後は、マネジメント会計 3 表（資金繰り表M/O、B/S、P/L）を 

作成しますが、中央書記長 S 氏は、自分自身の３表作成だけでなく、同伴競技者 

の 3 表作成にも配慮されており、痛く感服させられました。 

 

懇親会までお付き合いいただいた中央書記長 S氏とは、今後の展開等について 

打ち合わせることが出来ました。 

同労組では、来春早々、自社の労組幹部・執行委員６名強で KTG（特くんゲーム） 

を実施したい。併せて、KTG のキットを数セット購入し、同社組合員に広く普及 

したい意向です。画期的な取り組みと強い期待を持っていますとともに、この体験 

は他の労組へも波及するものと思われます。 

 

労組に対する当協会の今後の取り組みとしては、現在、「H V I」とコラボして、 

「労組対象 6 か月セミナー」を企画中です。その骨子は、次の通りです。 
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１）月 1 回の頻度で 6カ月セミナーを開催する。 

6 カ月のうち、4～５回は、KTG（特くんゲーム）を実施する。 

２）その間の 1～2回は、損益分岐点分析や財務指標分析等の座学を挟む。 

という内容です。 

 

「H V I」では、首都圏の労組 200 に対して、ここ数か月間、KTG（特訓ゲーム） 

の普及活動を展開して頂いておりますが、この企画に対して、労組サイドのニーズは 

多そうだとの感触を頂いており、当協会としては、大いに期待しているところです。 

 

 

 「H V I」の高橋社長は、著書『これからの労働組合の話をしよう』 

（出版社：（株）ビ―ケーシー）の中で、次のように述べられております。 

 

「労働組合は、パイの配分を求めるだけでなく、パイを作り出す活動の重要性 

を考えねばなりません。 

これからの労働組合は、労組が持っている次の機能を軸に、新たな役割を考えて 

いかねばならず、その点を提案したいと存じます。 

 

（１）コミュニケーション機能 

（２）経営サポート機能 

（３）人材育成機能                （まえがきより抜粋） 

     

 

  

今世紀に入り、わが国における労働組合の組織率（全労働者に占める労働組合に 

加入している人の割合）は 20%を割り込み、長期低落傾向にあります。働く人の 

5 人に 1 人も労働組合に加入していないという状況です。 

労組は今、大きな転換点を迎えており、「生き残るための戦略」が必要です。 

 

本事例でご紹介するように、労組の幹部・執行委員が、KTG（特くんゲーム） 

を自分たちの「研修ツール」として利用することは、実に適切な戦略であると考えます。 

その理由は、KTG（特くんゲーム）に取り組むことにより、マネジメント力 

を身につけることができるからです。労組が、将来の経営の中枢を担うマネジメント 

力を身につけた人材を輩出する「人材育成機関」の役割を強化しなければならない 

とすれば、KTG に取り組むことの意義は大きく、正しい選択と申せましょう。 



 4 / 10 

 

 

当協会としては、労組の幹部が期待する成果をあげられるよう、精一杯、 

アシストしてまいりたいと考えております。 

 

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ 

 

5 回にわたる連載をお読みいただき、大変ありがとうございました。 

 

筆者は、足掛け 3年、KTG（特くんゲーム）に取り組んで、もうすぐ 100 回 

となります。インストラクターとして、参加の皆様が楽しく体得できますよう 

サポートしながら、自分も一緒にゲームにも参加します。 

このゲームをやる時は、いつも心がトキメキます。 

趣味は、ゴルフ（HC13）と囲碁（五段）ですが、このゲームをやる時は、 

ゴルフや囲碁と同様に、忘我の境地で取り組めます。 

 

常時、同伴競技者の仕振りを見ながら、自分の取るべき戦略・戦術を考え ACT 

します。経営には好・不調の波があり、決して常勝軍にはなれません。 

企業経営には色んなリスクがひそんでいます。リスクへの備えを万全にしていた 

としても、更に、思わぬトラブルに襲われることがあるのです。運も大きく作用 

しますが、あらゆる出来事が訓練のテーマなのですから、時には諦観も必要です。 

 

だからこそ、経営も人生も楽しいのです。 

 

回数多くやればやるほど、このゲームは楽しくなります。実に奥深いゲームです。 

お一人でも多くの人が、KTG（特くんゲーム）を体験し、そして体得して頂き 

たいと心から念じます。 

 

トキメク時を、KTG で、是非、ご一緒に味わいましょう！！  

 （完） 

 

近々、「経営特くんゲーム（KTG）のおすすめ」として、小冊子にまとめ、でき 

次第ご案内申し上げますので、ご期待ください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

■キット BOXを頒布いたします■ 
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「経営特くんゲーム」に関心があり、トライアルゲームを受講された方、または、 

これから体験したい方、向けに「キット BOX」と「マネジメント会計３表」（MO、B/S、 

P/L）等のゲームに必要な表、ならびに、記入方法、戦略・作戦の考え方を解説した「DVD」 

を添えて提供いたします。 

 

◆購入方法はお問い合わせください。 

 

  E-Mail: happy@keiei-tokkunnshi.jp 

 

◆価格 ： 定価 70,000 円（税別） 

  支払方法は、ご相談に応じます。 

 

◆特典 

 

１）「トライアルゲーム」および「マスター100 講座」を 5 回、無料で受講できます。 

２）申請いただければ、審査の上、「認定経営特訓士」に登録して頂けます（有料）。 

３）更に、インストラクターを目指す方には、特別料金で受講できますので、係まで 

  お問い合わせください。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆DVD「経営特くんゲームのすすめ方」と小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を 

プレゼントします。下記よりお申し込みください。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

＊＊＊＊＊＊   お知らせ   ＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆「トライアルゲーム」・「マスター２０」（5時間コース）◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

mailto:happy@keiei-tokkunnshi.jp
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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 ■「トライアルゲーム」（初回体験受講）の場合はテキスト代 1,000 円 

  特典として （１）小冊子「経営のゴールド免許の取り方」を差し上げます。 

 

 ■「マスター２０」は、テキスト代込み 2,500 円 

  2回目以降の受講希望者が対象です。5時間で 2 ゲームを体験します。 

このコースを 20回受講すれば「認定経営特訓士」として登録いたします。 

・またキットＢＯＸの領布も受け付けています（有料）、 

・次の「マスター２０」コースを受講して「認定経営特訓士」に申請できます。 

 

 ・両コースとも、同日開催いたします。 

  HPをご高覧いただき、「トライアルゲーム」「マスター２０」のうち、 

どちらを受講希望するかを申し込みください。 

 

★ 毎回、熱心な皆さんが参加されています。繰り返し参加されることによって、 

「経営力」がパワーアップされますとともに、「コミュニケーション力」も 

体得できます。 

 

・トライアルゲームを一度経験された方は、「認定経営特訓士」へのステップアップ 

コース「マスター２０」コースの受講をお勧めします。 

受講料は 2回目から、資料代込み 2,500 円（税込）、20回受講で「認定経営 

特訓士」として登録されます。 

 

１）０１月２４日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 

 ご案内は以下に掲載しています。 

 

「マスター２０」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_68.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_69.pdf 

 

２）０２月２１日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 ご案内は以下に掲載しています。 

 

「マスター２０」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_71.pdf 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_68.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_69.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_71.pdf
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「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_72.pdf 

 

３）０３月１４日（土） 13：30～18：30 「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                    東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5分 

 ご案内は以下に掲載しています。 

 

「マスター２０」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_73.pdf 

 

「トライアルゲーム」  http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_74.pdf 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

１）第 1２回の認定講座は、以下の日程です。 

 

０２月１４（土）、１５日（日）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

1 日コースとの組み合わせで、２日間の履修とすることもできますので、 

ご相談ください。 

 

ご案内は以下に掲載しています。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_70.pdf 

 

◆インストラクター資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

  

 第６回 ｢経営特訓士インストラクター認定講座｣は 

日程が決まり次第、ご案内いたします。原則土曜日に開催です。 

 

10：00～18：30  「経営特訓道場」JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_72.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_73.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_74.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_70.pdf
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認定インストラクターは、現在１９名ですが、資格を持ちながら、ＨＰ上に未掲載 

の方もおられます。今年中には新たに 10名の方が誕生する見込みです。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php 

 

注）「経営特くんゲーム」の概要は、下記のＨＰを参照ください。 

 

  http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆パートナー会社の（株）Ｉ＆Ｃ・HosBizセンターが、リーズナブルコストで 

“はがゆい”ところに手当てする安心と安全の「かかりつけ医」による「ビジネス 

ドック」（企業の健康診断）のサービスを開始しました。 

 詳細は、以下のHPを参照ください。 

 

      http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆プレゼントのお知らせ 

    

「人生に五計あり」の保存版を作りましたので、ご希望の方は、 

 

  happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

でお申込みください。 

折り返し、メールにて送付させていただきます。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆編集後記 

http://keiei-tokkunshi.jp/staff.php
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
http://www.hosbiz.net/pdf/dm.pdf
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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はやぶさのバックナンバーＵＲＬ：http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php 

 

「はやぶさ」の第１１２号を発行しました。 

本号の編集後記は、編責任者の石川が執筆しました。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

 ・１２月１４日（日）に衆議院の総選挙投票が行われました。 

  投票率は戦後後最低の５２．７％に終わった。選挙民は「１強多弱」の政治状況 

が続くことは好ましくないと思いながらも、投票した人の６５％の人が「ほかの 

政党よりましだと思われた」ということで１議席しか減らずに自民党の圧勝 

（２９１議席）となっています。 

小選挙区制の弊害が顕著に出た結果であり、自民党は比例区を含めた総投票数の 

１７％でしかなかったのです。 

公明党が４議席も伸ばし、自公で３２６議席と２/３を占めて、憲法改正の下地が 

できたことになります。なお、内閣支持率は５１％とほぼ横ばいでした。 

野党が準備不足で、不意打ちを受けた感じもあり、自民党の作戦勝ちとも言える。 

しかし、今後の国政の行く末を案じる社会情勢は、相変わらず不安定さを内在して 

いるとも言えましょう。 

 

 ・今週に入って、一層寒気がきびしくなり、編集子も、１７日（火）からコートを着る 

  ようになりました。台風並みの低気圧が二つもきて、各地に「数年に一度の大雪」を 

  もたらしています。被害に遭われた地方の皆様には、お見舞い申しあげます。 

読者の皆様、インフルエンザがはやりそうですので、風邪など引きませんように、 

寒さには十分気を付けてください。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

読者の皆様から、ご要望や率直なご意見をいただきますと、発信する勇気と力が 

湧いてきますので、皆様からのメールを心待ちしております。よろしくお願いします。 

 

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

http://keiei-tokkunshi.jp/maga.php
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@hosbiz.net

