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はやぶさ 第１８４号   ２０１６年０５月１３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１８４号を発信します。２０１６年０５月１３日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４月１４日（木）に発生した震度７の地震は、範囲が大分と広がり、今日現在まで 

震度３，４の余震が４週間も続いております。いまだ多くの方々が避難生活を余儀 

なくされています。 

この間に亡くなられた方々にお悔やみ申し上げます。また、被災されて避難 

されておられる方々にお見舞い申し上げます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【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５ 

 

 著者：（株）I&C・HosBizセンター 

                 石川 昌平 

 

第５回 ４・の続き：（3）事例紹介―「上尾商工会議所主催のセミナー事例」～ 

青年後継者、合宿コース～ 

 

（3）事例紹介―「上尾商工会議所主催のセミナー事例」～青年後継者、合宿コース～ 

 

2013 年 4 月 19 日（金）・20 日（土）、埼玉県県民活動総合センターにおいて、 

上尾商工会議所主催の合宿セミナー（一泊 2 日）が開催され、“経営特くんゲーム 

による経営シュミレーションゲーム”を実施しましたので、その事例をご紹介 

します。 
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１）上尾商工会議所では、会員企業経営者の管理者研修を「上尾未来大学」の名称で、 

１年間コースで毎年継続的に実施していますが、2013 年度研修を中小企業 

診断士の宮本芳昭氏が受託されました。 

同氏が提案されたカリキュラムの中核として、後継者に企業会計の基本を体得 

してもらうため、「経営特くんゲームによる経営シュミレーションゲーム」が 

あり、それが採択されたのです。 

 

２）宮本氏（自主研究会ＰＡＣの主宰者）は、前年の 10 月頃から、経営特くん 

ゲーム（ＫＴＧ）に着目され、ＰＡＣメンバーと一緒に、トライアルゲームを 

受講されていましたが、上尾のセミナー受託を前提に、本格的に経営特訓士の 

勉強を開始されました。 

 

ＰＡＣメンバーの平野泰嗣、原田英明氏に、今回のセミナーのインストラクター 

を担当してもらう前提で、3 名一緒に、2013 年 3 月には、（一社）経営特訓士 

協会（ＫＴＧＡ）の認定経営特訓士講座を受講されました。 

その後、平野・原田氏の 2 名は、認定インストラクター経営特訓士講座も受講 

され、認定インストラクター経営特訓士資格を取得されました。そして、今回 

のセミナー開催ではインストラクターを担当しました。 

 

３） 従って、このセミナーの講師は、ＫＴＧＡ（特訓士協会）から、Captain平本、 

石川、田村診断士の 3 名が加わり、6 名で実施することになりました。 

 6 名の講師は、セミナーの実施に向けての会合を数回行い、本セミナーに臨み 

ました。 

 

４） 受講生は総勢 22 名の後継者と経営幹部。 

これを 3 班（8 名、7 名、7 名）に分け、3 卓でプレーしました。 

   各班にインストラクター1 名がつきました（平野、原田、田村診断士）。 

 

５） コーディネーターは診断士の宮本芳明氏。 

オリエンテーションの挨拶に続いて、ルールガイダンスを説明され、特くん 

ゲームがスタートしました。 

 

KTGA（特訓士協会）の平本 Captainは、マネジメント会計 3 表の記入方法 

を解説するとともに、石川と一緒に、各プレーヤーが作成した 3 表（合計 12 

セット［４期分×３卓］）のチェック・検算役を担当しました。 

現在は改善されてパワーポイントのアニメーションを使ってシンプルかつ明確な 

解説になっています。 

 

６） 各班は、1 組 2 名のペアーでゲームを実施しました。参加人数が 22 名 
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ですので、3 卓にまとめました。 

ペアーの 2 名は、一人がマネジャーとしてサイコロを振って取引（ＡＣＴ） 

を行い、資金繰り表の記録を担当。他の一人が、後方でマネジャーをアシスト 

します。二人は、競合先の他のメンバーの動向を注視しながら、作戦を練り、 

自分たちのＡＣＴ（取引）を選択しプレーします。 

3 班のメンバーは、2 日間変更しませんでした。班内のメンバーは、第１日目 

と２日目では、ペアーを組み替えましたが、２日目は、同一のペアーでゲームを 

行い、２期と３期では、二人の役割をチェンジしました。 

 

 ７） 受講生の年齢は、25 歳～45 歳（平均 3５歳）の経営者もしくは幹部候補生。 

元気はつらつ新進気鋭の若手経営者で、各卓とも、実に和やかな雰囲気の中で 

ゲームは進行しました。 

 

 ８） ＫＴＧ（特くんゲーム）では、喜怒哀楽がはっきり表れます。厳しいリスク 

カードを引いて、落胆する声、競争入札（競売）に勝って喜ぶ声などが飛び 

交うのが常ですが、今回は、ペアーでのゲームだけに賑やかさは格別でした。 

売上と利益を競う真剣勝負なのですが、まるで人生ゲーム等を楽しんでいる 

ムードがあふれていました。 

 

 ９） 第 1 日目の終了後は、研修会場付属のレストラン馬車道で≪懇親会≫を実施 

しました。受講生、講師、商工会議所の職員を合わせ総勢 30 名です。飲食を 

ともにしながら、終始和やかな雰囲気の中で、楽しく懇親を深めることが出来 

ました。 

また、原田診断士が、「パーティー会場でのマナー」と題して、ユーモアを 

交えてプレゼンをし、とても好評でした。 

   受講生は、班ごとに集まり、懇親を深めておられました。 

   このセミナーは、年間カリキュラク（12 回）の 2 回目に当たります。 

スタートして間もない段階でしたので、お互いを知りあう絶好の機会と 

なった、と高い評価を頂きました。 

ゲームを一緒に戦った後でもあります。コミュニケーションが一気に前進して、 

2 日目は更に活気に満ちた展開となりました。 

 

 10） 宮本コーディネーターのコメント 

   「この度はありがとうございました。さまざまなご縁から、ＫＴＧ 

（特くんゲーム）をご紹介いただき、それをご縁に上尾商工会議所未来大学の 

セミナーを担当することになりました。 

このような天のご配慮がなければ、ものぐさな私がＫＴＧに参加することも、 

19 日・20 日合宿研修を目指して皆様とゲームを繰り返すことや、会合に参加 

することもなかったと思います。 
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   大先輩の方々から特くんゲームだけでなく、多くのことを学ばせていただいて 

おります。末長くご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。」 

 

11） 平野インストラクターのコメント 

   「ＫＴＧ（特くんゲーム）は、意思決定や財務諸表への落とし込み、経営計画 

立案まで、ゲームを通して学べるツールとして、また、企業家・経営者との 

コミュニケーションツールとして、素晴らしいものだと感じました。 

是非広めていきたいと思います」 

 

 12） 上尾商工会議所 事務局担当者のコメント 

   「ＫＴＧによる研修は受講生からも大変好評でした。主催者としても、ゲームを 

通して、コミュニケーションが取れ、こちらの意図するところもうまくできたの 

かなと思っております。ありがとうございました」 

 

 13） なお、ご参考までに、宮本コーディネーターおよび平野インストラクターは、 

お二人とも、ＫＴＧ（特くんゲーム）のキットを購入され、それぞれ、独自の 

ルートで、現在、ＫＴＧの普及に努めて頂いております。今後とも、よろしく 

お願い申し上げます。 

 

◆本事例を通じて特に感じることは、ＫＴＧ（特くんゲーム）が“研修ツール”と 

して大変有用であるだけでなく、“コミュニケーションツール”として特に有用 

であることです。 

大勢のメンバーが一堂に会するケースでは、格別有用だと思われます。 

また、2 人ペアーでのゲームは、ゲームのルールなどについて、お互いの理解 

がより早くでき、かつ深まるように感じられました。 

 

次回は、「５・リスクに備えながら、売上をいかにアップするか。」と題して 

「リスクカード」の内容ならびに販売チャンスをゲットする競争入札（競売） 

について、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◆◆◆◆◆◆◆ 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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  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。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM便でお送りします◆ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆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 0６月１０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、以下のＵＲＬを参照ください。 

（CTRL キーを押しながら左クリック） 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_93.pdf 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第３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３回：2016 年 0７月０８日（金） 14：30～16：45 

 ２）第４回：2016 年 0８月０５日（金） 14：30～16：45 

 ３）第５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～16：45 

 ４）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～16：45 

 ５）第７回：2016 年１１月０４日（金） 14：30～16：45 

 ６）第８回：2016 年１２月０２日（金） 14：30～16：45 

 

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

 

◆第５０回の「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）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。 

http://keiei-tokkunshi.jp/data/mls723lpdf_1_93.pdf
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１）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 

 

２）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、  編集長：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。 

 

 https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444 

 

http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
https://1lejend.com/stepmail/delf.php?no=300444

