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はやぶさ 第１８０号   ２０１６年０４月１５日(金） 

 

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

★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★ 

 

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

                 石川 昌平 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第１８０号を発信します。２０１６年０４月１５日(金） 

 

【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★ 

 

                           ８回シリーズ：その１ 

 

 著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 石川 昌平 

 

第１回：経営特くんゲームの概要 

 

１．経営特くんゲームの概要 

 

（1）開発の目的 

   経営特くんゲーム(以下、KTG という)は、人生ゲームをヒントにしたボード型の 

マネジメントゲームです。企業経営の擬似体験を通じて、楽しみながら経営の 

ゴールド免許（安心・安全運転）を体得することを目的として開発されました。 

 

   ゲームをやりながら、マネジメント会計 3表（資金繰り表＝M/O、貸借対照表＝B/S、 

損益計算書＝P/L）の仕組みや読み方を身につけ、資金繰り（キャッシュフロー）が 

企業の基本原理であることを理解している経営者、中小企業育成経営支援家、現場 

責任者や企業家を育成することによって、中小企業の発展持続に貢献することを目指 

しています。 

 

   書物や座学による学習には限界がありますので、KTG のゲームを体験し、ワクワク 

感を味わいながら、 

 

1）「モノの受払い」の記録の大切さ、 

2）「棚卸し」が何故大切なのか、 
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3）経営には様々な「リスク」が待ち構えており、それに備える必要があること、 

4）もらっている給料の 3 倍を売上げないと企業は利益が出ないこと、 

5）先々を読んで、資金の手当てや人材・設備投資や材料の手当てをしないと 

企業は倒産してしまうということ、を擬似体験により経営の臨場感（現場主義） 

を味わっていただきます。 

 

そして、実際の企業経営に役立てて、「進化・発展・持続」を実現していただきたい 

のです。 

 

（2）KTG を受講していただきたい方々は、主として次の 3分野の人たちです。 

 1）ガラス張り経営を進め、全員参画経営を行う企業や団体の経営者・経営幹部 

   企業内で企画・経理などの担当および部門の利益責任者を目指す方 

2）中小企業育成経営支援家（会計人、社労士、診断士、FP 等）で、管理会計や 

経営計画を普及して中小企業を発展・持続させたい方 

3）起業家、学生や新人社員で、企業経営の全体像を見る目を養いたい方。 

 

（3）開催実績 

   2012 年 5 月 12 日のデモ研修会を第 1 回として、201６年３月末までに、 

トライアルゲーム(5 時間コース)は４８回、経営特訓士認定講座(2 日間)は１０回、 

インストラクター認定講座(1日間)は５回実施しました。 

受講者数は延べ約２００名、認定インストラクターは、２５名おりますが、公表 

している人数は１７名となっています。 

 

注）認定経営特訓士、認定インストラクター経営特訓士の詳細は、（５）項参照。 

    

（４）ステップアップの道程 

まず、トライアルゲームを体験して、関心とメリットを感じられましたら、本格的な 

経営特訓士コースを受講して、「認定経営特訓士」の資格をお取りください。 

 企業内や地域、グループの中での経営力が体得されて、必ず企業経営に実績として 

跳ね返ってきます。 

 プロの２種免許取得に相当する資格には、インストラクターコース、マスターコース 

があります。 

   講座名： 

  ☆インストラクター経営特訓士講座、☆マスター経営特訓士講座 

 

（５）認定資格の取り方、取得後のメリット 

  認定資格には次の 3種類があります。 

資格の取り方、取得後のメリットは、次の通りです。 
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1）「認定経営特訓士」 

    KTG を 2日間の集中講座（連続４期）の受講を受けるか、または、「とびとび」 

でもよいですから 10期受講して、マネジメント会計 3表（M/O、B/S、P/L） 

の作成と財務指標分析の入力ができる方を、一般社団法人経営特訓士協会（以下、 

KTGA という）の代表理事が認定いたします。 

その後は、認定経営特訓士として活動します。 

 

    ☆そのメリットは、 

  KTG の講座を企業内、グループ内で開催し、講師として参加できます。 

  企業外で開催する場合は、代表理事宛にインストラクターの派遣を要請します。 

必要であれば、開催や集客方法などのノウハウは提供いたします。 

 

2）「認定インストラクター経営特訓士」 

  経営特訓士インストラクター認定講座（１日＋実習）を受講し、認定講座の設営、 

ゲームの進行、マネジメント会計 3表の作成指導ができる方を、KTGA の代表理事が 

認定いたします。その後は、認定インストラクター経営特訓士会員として活動します。 

  社外での自主開催の場合は、代表理事宛に開催の申請してください。 

また、自らインストラクターとして活動します。 

 

    ☆そのメリットは、 

KTG の認定講座を開催し、自らインストラクターができます。 

  インストラクターの派遣依頼があった場合は、地域・業種を勘案して紹介いたします。 

  社外での自主開催の場合は、必要であれば、開催や集客方法、応援インストラクター 

の手配等のノウハウは、KTG 事務局が支援いたします。 

 

3）「マスター経営特訓士」 

  認定インストラクターとして活動するとともに、マネジメント会計 7表（M/O、 

B/S、P/L、キャッシュフロー計算書＝CF、損益分岐点分析＝BEP、財務指標分析 

＝FA、部門別独立採算会計＝BMAC）をマスターして、経営の現場で経営者を支援 

できる方を、KTGA の代表理事が認定いたします。その後は、経営特訓士マスター 

会員として活動します。 

 

☆そのメリットは、 

KTGA の社員として、KTGA とコラボして全国ネットワークの中で、地域オンリー 

ワン（理事会認定）の活動ができ、地域企業との共存共栄を推進できます。 

 

☆認定経営特訓士、認定インストラクター経営特訓士、マスター経営特訓士は、 

それぞれ登録料と年会費がかかりますので、事務局までお問い合わせください。 
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 E-Mail：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

次回は、今回の続き（６）事例紹介―「チャレンジ 100」と「会計の知識がなくても、 

記録することが出来て、電卓が使えれば、誰でもプレーできる」というテーマで解説 

いたします。 

 

本稿をお読みいただきありがとうございました。 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 

 

   happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 3 周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにて 3 周年・皆様のご愛読に感謝いたしております。 

 

マイナンバンー元年のお年玉 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 

  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 

 

     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000 円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016 年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

ご記入の上、メールしてください。 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

第２回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

 

・日時 2016 年 0４月２８日（木） 14：30～16：45 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９0２号室） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

ご案内は、以下のＵＲＬを参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_93.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

第３回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

 

・日時 2016 年 0５月０６日（金） 14：30～16：45 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９01 号室） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

「会計事務所経営 セミナー」：第４回以降のお知らせ 

 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。 

 

 １）第４回：2016 年 0６月１０日（金） 14：30～16：45 

 ２）第５回：2016 年 0７月０８日（金） 14：30～16：45 

 ３）第６回：2016 年 0８月０５日（金） 14：30～16：45 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_93.pdf
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 ４）第７回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～16：45 

 ５）第８回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～16：45 

 ６）第９回：2016 年１１月０４日（金） 14：30～16：45 

 ７）第１０回：2016 年１２月０２日（金） 14：30～16：45 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆第４９回以降の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 下記に日程を記します。ご参加をお待ちしております。 

 

 １）０４月２３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 

 

ご案内は以下を参照ください。 

 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_95.pdf 

 

２）０５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 

 

ご案内は後日掲載します 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、以下の日程です。 

ご案内は後日掲載します。 

 

１）０４月２９（金）、３０日（土）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 

 

２）０５月26（木）、2７日（金）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_95.pdf
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３）０６月１８（土）、１９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 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

 

     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

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

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集： 理事 石川 昌平 

 

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@ho 

http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp

