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経営シミュレーションゲーム教材「Look Ahead!」の開発 
―「西千葉子ども起業塾オンライン」における取り組み― 

藤井  あずみ 1) 郡司  日奈乃 1) 中村  綾李 2) 
千葉大学教育学部学生 1) 千葉大学大学院教育学研究科修士課程 2) 

 
 

 本稿は、2020 年度開催の西千葉子ども起業塾オンラインに向けて開発された、経営シミュレーションゲーム

「Look Ahead!」の開発報告である。この取り組みは、千葉市と千葉大学が連携して運営しており、2020 年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により Zoom を使用したオンライン上での開催となった。西千葉子ども起業

塾では、小中学生が会社の経営を行う。特に、本稿では、西千葉子ども起業塾内で設けられた会計コースでの実

践に向けて開発した経営シミュレーションゲームをどのように開発したのかを記述し、考察する。会計コースは、

会社の経理を担当する者を育成するコースである。本ゲームは中長期的な視点で計画的にお金をやりくりするこ

とができる者、自社の経理状況を把握した上で商品作成に携わることができる者の育成を目的に開発した。本稿

では本ゲームを使って行われた会計コースでの実践をもとに、ゲームの有効性と課題を考察した。 
 キーワード：アントレプレナーシップ教育、経営体験、シミュレーションゲーム、オンライン 

 
 

1. はじめに 

 
 本稿では、千葉市と千葉大学が連携して企画・運営し

ている、アントレプレナーシップ教育プログラム「西千

葉子ども起業塾」に向けて開発した、経営シミュレーシ

ョンゲームの開発過程について記述する。 
 西千葉子ども起業塾とは、産官学連携事業として千葉

市と千葉大学が中心となり運営している小中学生を対

象とした取り組みである。この取り組みは 2010 年から

始まり、2020 年度で 11 回目の開催となった1。アント

レプレナーシップ教育は、「起業家教育」「起業家精神教

育」とも言い換えられることがあるが、起業家を育てる

教育とは区別される。児美川（2017）が「起業家精神

を育てる教育という意味での「起業家教育」という用語

は、きわめて誤解を生みやすい使用法であることは否め

ない」2と述べていることから、本稿では「起業家精神

教育を育てる教育」という意味で、「アントレプレナー

シップ教育」という語を使用する。 
 実社会における起業や経営は、その時々の社会情勢や

様々なステークホルダーとの関係性に左右されること

から、非常に流動的で複雑な営みである。藤川（2011）
が、教育プログラムにおいて「起業に関するさまざまな

ことがらを網羅的に扱うことは不可能」3であると述べ

ているように企業の経済活動すべてを、アントレプレナ

ーシップ教育を扱う活動に反映させることは難しいと

考えられる。 
 では、どのような経済活動を活動に反映させる必要が

あるだろうか。経営者をはじめとしたビジネスパーソン

は、広い視野と先見性を持って経営戦略を練る必要があ

ることは広く言われており、活動に反映させる場合は、

先を見据えた判断が迫られる状況を作り出す必要があ

ると考えられる。また、企業において経営判断をする際

の重要な要素のひとつに、キャッシュフローがある。キ

ャッシュフローとは、「「入ってくるお金（キャッシュイ

ンフロー）」と「出ていくお金（キャッシュアウトフロ

ー）」4のふたつを合わせた現金の流れのことである。企

業が決算を行う際には、損益計算書と貸借対照表を作成

するが、この書類のみでは資金繰りが順調であるか否か

を把握することはできない。損益計算書に記載されてい

る利益は、特定の時点での手元にある資金を表すもので

はないことから、支払いに充てる資金の不足によって事

業が行き詰まる可能性も考えられる。このことから、経

営者がキャッシュフローを意識することができなけれ

ば、適切なタイミングで取引を行うことができないと言

える。つまり、キャッシュフローを意識することによっ

て先を見据えた判断を行う状況を作り出すことができ

ると考えられる。以上のことから、本研究では企業経営

に関わる内容の中でも、特にキャッシュフローを扱った

経営に関することがらを重点的に扱う。 
 小中学生向けの経営に関することがらを学ぶ授業や

実践には、どのようなものがあるのだろうか。 
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NAKAMURA2) : Development of a Management 
Simulation Game Teaching Materials, "Look Ahead!" 
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Nishi-Chiba Entrepreneur Kids School -  
1) Student, Faculty of Education, Chiba University 
2) Graduate School of Education, Chiba University 
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 樋口（2017）は、経営教育の一環として中学生を対

象とする起業体験プログラムを開発及び実施し、その教

育的効果を検証している。この実践では、4 回にわたっ

て区民まつりでの出店出店に向けた事業計画や準備が

行われており、各会社において被投資額と当日の売上高

をもとに帳簿の作成や清算手続きを行なっている。 
 株式会社ウィル・シード5は、開発した社会人向けの

トレーディング・ゲームを小学生向けにアレンジして、

全 5 時間の授業を川口市立芝西小学校 6 年生に向けて

実施している6。この実践では、ゲーム開始時に文具や

お金など、資源や技術力を表すものが児童に手渡される。

その後、児童はゲームをプレイする中で、市場原理やリ

スクといった難しい事柄について、実体験をもって学ん

でいる。実践内でお金を使用することはあるが、清算・

決算が行われることはなく、実社会を理解することに重

きが置かれている。 
 先行実践より、数は限られてしまうが複数の学校や団

体において、小中学生向けの実践が行われていることが

わかった。しかし、キャッシュフローについて扱った実

践はなく、先を見据えた上で経営判断を行うといった活

動には至っていない。また、小中学生が経営に関するこ

とがらについて学ぶ際には、双申株式会社が開発した経

営ボードゲーム「屋台屋本舗」7や株式会社プロシード

ジャパンと株式会社リアライズが共同開発した「スマイ

ルゲーム」8などに見られるように、なんらかのゲーム

学習を用いて活動なされることが多い。このことから、

小中学生が起業経営について学ぶ上でゲーム学習が有

効であることがわかる。 
 以上のことから、教材の開発にあたり、その場の状況

を逐一判断する状況を生み出すためにはゲーム学習を

取り入れることが有効であり、ゲームでの体験や学びに

よって、プレイヤーは実際の社会における会社や西千葉

子ども起業塾で作る会社のことを想像することができ

ると考えられる。しかし、先行実践において、状況を判

断する大きな要因の 1 つであるキャッシュフローに重

きを置いた実践は行われていない。このことから、企業

の経営判断について学ぶ際にゲーム学習を導入し、キャ

ッシュフローを扱う教材を開発する余地があると考え

られる。 
 西千葉子ども起業塾は、藤川（2011）が「ある種の

ゲームとみなしてデザインすることが適切と考えられ

る」9と述べているようにゲーミフィケーションの考え

方を用いてプログラムが構成されている。2019 年度ま

でのプログラムでは、取引先との交渉やサービスの提供、

成果物の作成を行い、お金に関する活動は各社の清算や

決算、納税に重きが置かれていたため、キャッシュフロ

ーを意識的に扱う場面がなかった。このことから、これ

までのゲーミフィケーションの方法では集中的に学ぶ

ことができなかった内容を、シミュレーションゲームを

導入することで企業の経営判断について学ぶための手

段になると考えた。 
 藤本（2017）は、シミュレーションゲームを導入す

ることにより、「現実に学習環境を再現するにはコスト

がかかり過ぎるものや、現実を再現しても複雑過ぎて学

習しにくい複雑な問題状況について、学習項目を分かり

やすく提示したり、不要な複雑な要素は単純化したりし

て、必要な学習に早くたどり着けるようにデザインする

ことが可能」10になると述べている。会社経営について

小中学生が触れる場面を作る上で「試行や失敗から学ぶ

環境を作りやすい、安全な環境での学習体験ができると

いった長所」11が生かされると考えられることから、本

研究ではシミュレーションゲームの導入が適している

と考えられる。 
 
2. 西千葉子ども起業塾オンラインについて 

 
2.1. 西千葉子ども起業塾オンラインの概要 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020 年度

西千葉子ども起業塾は、オンラインでの開催を前提に企

画し、運営を行った。千葉市広報誌への掲載や千葉市内

の小学校・中学校にポスター及びチラシを配付し、参加

者を募った（図 1）。インターネット上で申し込みを受

け付けたところ、24人から応募があり、全員が 3日間
の活動に参加した。 
 2020 年度の活動内容について、表 1 にまとめる。 

 

 
図 1 塾生募集ポスター 
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表 1 活動タイムテーブル 
日付 時間 内容 

1 
日 
目 

AM 
 
 
 
 
 
 

PM 

開塾式 
オリエンテーション 
・会社名・社長決め 
・ミッション発表 

コース別の活動 
・企画コース 
・会計コース 

会社ごとの活動 
 ・デザインの検討 
 ・社長面談 
 ・ヒアリングシートの作成 
活動報告 

2 
日 
目 

終日 会社ごとの活動 
 ・取引先へのヒアリングおよび交渉 
 ・デザインの検討 

  ・社長面談 
3 
日 
目 

AM 
 
 
 
 

PM 

最終調整 
 ・プレゼンに向けた準備 
 ・セリフの決定 
 ・スライドの作成 
最終プレゼン 
最終報告準備 
 ・決算 
・清算 

 ・閉塾式に向けた準備 
閉塾式 

 
2.2. 開発するゲームの位置付け 

 西千葉子ども起業塾オンラインには、2 つのコース、

会計コースと企画コースが設けられた。会計コースは、

各会社で経理を担当する参加者を対象とする。開発する

ゲームは、会計コースにおいて実施されることを想定し、

開発を行った。事前に参加を希望するコースの調査を行

い、参加者をそれぞれのコースに振り分け、会計コース

には 8 名が参加することが決定した。なお、企画コー

スは、取引先の要望に応えられるような成果物を作成す

るための交渉方法を学ぶ機会が設けられており、商品開

発の中心になることを希望する参加者を対象に設置し、

希望する者に社長及び副社長の役割を与えた。 
 各会社で経理を担当する参加者に向けた会計コース

のねらいは2つある。1つ目は、現時点の事だけでなく、

中長期的な視点で計画的にお金をやりくりすることが

できることである。2 つ目は、自社の経理状況を把握し

た上で商品作成に携わることである。以上のことから、

先を見据えた行動を選択できるよう、キャッシュフロー

を用いたゲームを開発する必要があると考えた。 
 

3. 経営シミュレーションゲームの開発 

 
3.1. シリアスゲームの活用 

 会社で経理や会計に関する仕事には、専門的知識と技

術が必要とされる。寺戸（1993）は「導入段階におい

て簿記・会計に親近感をもたせ、学習を動機づけること

が特に重要になる。しかし、複式簿記に特有な記録・計

算方式は、学習の動機づけを妨げる可能性を有してい

る。」12と述べており、学習者が会計学習に興味関心を

持たせ、参加者に学習に対して動機付けをできる仕組み

が必要である。そこで、「社会的な問題解決のためのゲ

ームの開発・利用」13を示すシリアスゲームの考え方を

用いて、シミュレーションゲームを開発することとした。

Salen & Zimmerman（2004、山本訳）によると、「シ

ミュレーションとは、「現実」の側面を進行過程として

表現したもの」14で、実社会における何事かを参照し、

操作できる表現のことである。また、「シミュレーショ

ンの進行過程による表現によって描写しようと選んだ

要素が、そのゲームで経験できることを決める」15と述

べていることから、プレイヤー自身が先を見据えた行動

を選択できるよう、キャッシュフローをシミュレーショ

ンゲームで扱うことは適していると考えられる。 
 
3.2. 開発したシミュレーションゲームの概要 

 「Look Ahead!」（以下、本ゲーム）は、自身の意思

決定のもとで会社のキャッシュフローを体験する経営

シミュレーションゲーム教材である。以下で、ゲームの

設定、ゲームで使用する道具、ゲームの進行について述

べる。 
 はじめに、ゲームの設定について述べる。本ゲームは、

西千葉市という架空都市を舞台に展開される。プレイヤ

ーは、西千葉市で困っている会社を助けるためのコンサ

ルティング会社を設立し、その会社の社長に就任すると

いう設定のもと、会社に届くお仕事依頼で求められる人

材と備品を活用して対応していく。以下は、ゲーム冒頭

におけるプレイヤーに対する説明文である。 
 
  ここは西千葉市。実はこの街には困っている会

社がたくさんあります。あなたたちは「困ってい

る会社を助けながら、自分で会社を作ることはで

きないかな？」と考え、コンサルティング会社を

起業することに決めました。 
  「人材」と「備品」を集め、会社から届く困り

ごとを解決し、お金を稼いで会社をうまく経営し

ていこう !  
  「あ、社員の給料に備品の代金に税金に…。お

金はいろいろかかりそう…。」 
  お金の出入りに注意しつつ、社員の力を生かし、

備品を使いながら「お仕事依頼」をこなしていこ

う ! さあ、どんなことが起こるのだろう？ 
  Look Ahead! 
 
 プレイヤーは、2人 1 組のチーム（以下、チーム）
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になってプレイし、ゲーム開始時に出資金 10万シープ

16と備品 5 つを配付し、ゲーム終了時に利益が一番高か

った会社が勝利となる。会計コースの開催時間枠や参加

人数から、本ゲームは、8人 4 組までであれば、ひとつ

の卓で開催することができることを想定してゲームを

作成した。また、各チーム 1人ではなく、2人ずつにす

ることで、必然的に会社の方向性を相談する場を設ける

ことができ、中長期的な視点で計画的にお金をやり

くりすることができると考えた。 
 次に、ゲームで使用する道具について述べる。本ゲー

ムで使用するものは、市販のトランプ、サイコロ、帳簿

シート、決算シート、納税シート、お仕事依頼書、融資

書類である。本ゲームはオンラインで実践することにな

るため、サイコロは「ダイスふる」17で代替し、シート

3 種はチームがそれぞれのデバイスからお金の動きを

数字として直接打ち込むことを想定し、Google スプレ

ッドシートのファイルを作成した。 
 続いて、ゲームの進行について述べる。本ゲームは、

ゲームマスター（以下、GM）が進行を行い、ゲームア

シスタント（GA）がシートへの入力のサポートを行う。

各チームは、自チームの手番が回ってくると山札からト

ランプを 1 枚引き、各会社に起こる事象を把握する。

トランプのスートと事象の対応は、3.5 において述べる。

その後、チームは事象に対して「社員を雇うのか」「備

品をいくつ購入するのか」「お仕事依頼を引き受けるの

か」の意思決定を行い、GM から指名されたプレイヤー

が、帳簿シートに打ち込む。また、すべてのチームが手

番を終え、一周すると 1 ヶ月が経過したこととなり、

社員に給料を支払うことになる。プレイの期間について

は、ゲーム開始から 3 ヶ月間の試行期間を第 1 期、そ

の後の半年間を第 2 期として設定した。 
 

 

 

3.3. ゲームマスターの役割 

 この節では、GM の役割について詳しく述べ、オンラ

イン上で本ゲームをする際の配慮についても記述する。 
 GM の主な役割は、それぞれのチームがスムーズにプ

レイできるよう進行を行うことである。また、本ゲーム

はオンライン上で実践されるため、本来であればプレイ

ヤーが行うべき操作をGMが担当していることがある。 
 1 つ目は、山札からカードを引くことである。それぞ

れの手番の開始時に山札から 1 枚引き、その手番でど

のような事象が起こるのかをプレイヤーに伝える。 
 2 つ目は、各会社のお仕事依頼が成功するか否かを決

定するために、サイコロを振ることである。「ダイスふ

る」というアプリを使用し、参加者の「スタート」「ス

トップ」の掛け声に合わせて操作し、常にスマートフォ

ンの画面が映るように調整した。オンラインという制約

を考え、サイコロの目が視覚的に全体へ伝わるよう、こ

のような工夫をした。 
 以上のように、GM は自身の意図を反映させずに、サ

イコロによるランダム性を用いながら、ゲームを進行さ

せていく役割を担っている。 
 
3.4. プレイヤーの役割 

 プレイヤーの役割は大きく分けて 2 つある。 
 1 つ目は、自チームの手番で引かれたトランプのスー

トに対応する事象に対し、キャッシュフローの状況に応

じて意思決定することである。GM が引いたカードによ

って自分の手番で起こる事象が決まるが、人材を雇うの

か、備品をいくつ購入するのか、お仕事依頼を引き受け

るのかは、チームが会社の状況を鑑みた上で判断する。

この一連の活動を通して、会計コースのねらいのひとつ

である、中長期的な視点で計画的にお金をやりくりする

ことができようになると考えられる。 
 2 つ目は、帳簿シートへの入力である（図 2）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 帳簿シート 
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それぞれのチーム専用のシートをGoogleドライブ経由

で配付し、プレイヤー自身が操作する PC等から直接入

力できるように環境を整えた。ゲーム内でお金が動くご

とに帳簿シートへ記入することでお金の動きを表した。 
 また、各期末には、決算シート（図 3）・納税シート

（図 4）を用いて決算・納税を行う。 
 

 
図 3 決算シート 

 

 
図 4 納税シート 

 
 2 つのシートには、帳簿シートに入力すれば数値が自

動的に反映さるように関数を組み込んだため、プレイヤ

ーは直接入力することなく、会社の状況がわかるように

なっている。決算では、プレイした期が黒字であった場

合、法人税が発生する。第一期は試運転期間であるため、

法人税を納める必要がないが、第二期以降は純利益の

15%を法人税として納める必要があると設定し、納税シ

ートに関数を組み込んでいる。また、納税シートには、

消費税についてもまとめている。自身が支払いとともに

渡した消費税額よりも、依頼元から報酬とともに預かっ

た消費税額の方が大きい場合、差し引き額を納税する必

要があることから、これを納税シートにまとめた。 
 このように、ゲームを通してどのようなお金の流れが

あったのか、またどれくらい税金を納めたのか、項目ご

とに整理しながら、視覚的に捉えられるようにした。 
 
3.5. ゲーム内におけるスートの機能 

 この節では、使用する道具の 1 つであるトランプの

各スートの機能について詳しく述べる。トランプには、

スートごとに持たせる意味合いを変え、ランダムで 4
つのスートが出てくるように山札を形成した。ハートは

人材カード、ダイヤは備品カード、クローバーとスペー

ドにはお仕事依頼が割り当てられている。このうち、人

材と備品に関する情報は、会社状況一覧にまとめること

で可視化した（図 5）。 
 

 
図 5 会社状況一覧 

 
 ハートの機能は「人材」、つまり社員を雇うことであ

る。このカードが出ると、社員を雇うことができる。社

員とは、後に述べる「お仕事依頼」において業務に従事

する人材のことを示す。社員を雇うからには、チームは

毎月末のタイミングで一定額の給与を支払う必要があ

る。給与は、社員の能力値の高さを表すカードの数字に

よって金額が決定する（表 2）。 
 つまりトランプでは、1 から 13 まで数がある中で、

1 から数字が上がっていくごとに能力が高くなるとい

うことになる。ただし、能力が上がれば上がるほど、社

員に支払わなくてはならない給与が高くなっていく。ま

た、自分自身もその会社で働いていることから、社員だ

けでなく、社長である自分自身にも給与が発生してくる。

このゲームは 2人 1 組のチームで活動を行なったため、

1 つの会社につきプレイヤーは 2人になるが、社員を雇

う意思決定を促すために社長は 1 人として扱った。そ

のため社長である自分自身の給与は、毎月 4000 シープ

として会社から支払い、能力値は 10 としてゲームを行

った。実社会における月額の平均給与額を本ゲームに当
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てはめた場合、出資金やその他の金額設定とのバランス

が崩れてしまうことから、実社会の給与額ではなく、本

ゲーム独自の金額を定めた。 
 

表 2 人材カードの設定 

 
 ダイヤの機能は「備品」、つまり備品を仕入れること

である。このゲームにおいて備品とは、事業を運営する

上でのパソコンや文具、制服など、取引先で使用する物

品を示しており、種類を分けることを避けるため、一般

化・抽象化して「備品」と設定している。このカードが

出ると、チームは、出た数字の数を上限とし、その範囲

内で個数を決定し、備品を仕入れることになる。備品は

「お仕事依頼」に関して、それぞれのお仕事依頼に対応

していくためのアイテムとなり、業務で使用すると個数

が減少する。備品は 1 個 1,000 シープと設定し、仕入

れた数に応じて、その場で帳簿シートに記入していく。

また、いくつ備品を購入するのか子どもたちに意思決定

させることで、自身の会社状況を把握し、中長期的な視

点で物事を考えた上で、決断することができるようにし

た。 
 クローバーとスペードの機能は「お仕事依頼」、つま

り各チームの会社に西千葉市内の様々な会社が抱えて

いる困りごとに基づいた依頼がなされることである。本

ゲームでは小学生も参加することを考慮し、子どもたち

が親近感を持って呼べるよう、「お仕事依頼」というよ

うに丁寧な表現を用いて呼ぶことにした。お仕事依頼に

は、依頼元の会社名や依頼主、依頼の詳細が明記されて

いる。また、依頼を行うために必要な人材の能力値と、

人数、備品の数も明記されている。この明記されている

社員の能力や、人数、備品の個数が、すべて自社の所持

しているもので満たされていると、お仕事依頼を引き受

けるかどうかを決めることができる。社員の能力値や人

数が足りていない際は、社長である自分自身が業務に従

事することもできることにした。さらに、業務従事期間

も記載されており、この仕事を引き受ける際は、その明

記されている期間内では、ほかのお仕事依頼にその人材

を担当させることができなくなる。そして、この仕事が

成功した際の成功報酬や大成功報酬、失敗した際の損害

賠償金額が記載されている。大成功報酬とは、取引先が

想定していたよりも多くの利益を得られたことで、自社

に入ってくる利益も増やすことができたという設定に

なっている。大成功報酬や損害賠償の設定は、実社会に

おいて報酬金額が一定である場合と、歩合制である場合

があることを踏まえて、設定した。以上の条件を踏まえ、

お仕事依頼を引き受けることを決断した際は、仕事が成

功するか否かを、GM がサイコロを振って決める。成功

する確率は、担当する社員の能力値によって変動するよ

う設定した。依頼主から求められている能力値よりも高

い社員に担当させれば、その仕事が成功する確率は高く

なっていく。ここでサイコロ、つまりランダム性を導入

することによって、担当する社員の能力値による成功の

しやすさだけでなく、社員の力量だけでは抗えない社会

情勢の悪化などによる失敗もシミュレーションに含む

ことができると考えた。これらの詳細はお仕事依頼に明

記されている。以下の図 6、図 7 が、「お仕事依頼書」

の一例である。 

 お仕事依頼書は、トランプの数字に合わせて No.1 か

ら No.13 まであり、クローバーでもスペードであって

も、トランプの数字によってどのお仕事依頼が手元に届

くのかが変わる。なお、これをまとめたお仕事依頼書の

セットは事前に子どもたちへ送付し、手元でいつでも確

認できるようにした。 
 ここまでの内容を踏まえ、表 3 にゲームの一連の流

れをまとめる。 
 

 
図 6 お仕事依頼書 No.1 

 
 
 
 
 

カード

の数字 
能力値 月額の給与額（シープ） 

1（A） 低 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
高 

1,000 
2 1,200 
3 1,400 
4 1,600 
5 1,800 
6 2,000 
7 2,500 
8 3,000 
9 3,500 
10 4,000 

11（J） 4,500 
12（Q） 5,000 
13（K） 5,500 
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図 7 お仕事依頼書 No.5 

 

表 3 1期分のゲームの一連の流れ 

タイミング 実施内容 実施者 
1. 各チーム
の手番が回っ
てきたとき 

・山札からカードを引
き、チームに伝える。 

GM（オンラ
インのため） 

2-1. ハート
「人材」が出
た場合 

・社員を雇う。 
・雇う場合は、人材情
報を帳簿シートにあ
る会社状況一覧に書
き込む。 

チーム 
GA 

2-2. ダイヤ
「備品」が出
た場合 

・トランプに記載され
ている数字を上限と
し、いくつ備品を購入
するか意思決定する。 
・購入する場合は、個
数×1,000 シープ支払
い、帳簿シートに入力
する。 
・帳簿シートにある会
社状況一覧に個数を
書き込む。 

チーム 
 
チーム 
 
 
 
GA 

2-3. クロー
バーかスペー
ド「お仕事依
頼」が出た場
合 

・依頼を受けるか意思
決定する。 
・依頼を受ける場合
は、必要な人材・備品
を揃えた上でサイコ
ロを振る。 
・お仕事依頼書とサイ
コロの出目に応じて、
報酬の受け取り等の
やり取りを行い、帳簿
シートに入力する。 

チーム 
 
GM（オンラ
インのため） 
 
 
チーム・GM 

3. 1.〜2.をチ
ームの数だけ
回す。 

 チーム 

4. 全てのチ
ームの手番が
終わり、月末
になったとき 

給与を社長・社員に支
払い、帳簿シートに入
力する。 

チーム 

5. 規定の月
数が終わった
とき 

決算および納税を行
い、帳簿シートに入力
する。 

チーム 

 
4. 経営シミュレーションゲームの実践と考察 

4.1. 活動の実際 

 本ゲームは、2020 年 9月 20日（日）に開催された、

西千葉子ども起業塾オンラインの会計コースにおいて、

予定通り実施された。2020 年度の西千葉子ども起業塾

は、Zoom1を使用したオンライン開催となったため、子

どもたちは自宅からの参加となった。自分たちのターン

が回ってきた際は、GM によって指名されたチームのう

ちの 1 人が帳簿に数字を入力し、意思決定を行う場面

では、チーム間で相談しながら、活動を進めていった。

また子どもたちには、お仕事依頼をまとめた「お仕事依

頼書」を事前に送付し、カードが出た際にどのお仕事依

頼が自社に届いたのか、手元ですぐに確認できるように

した。本節では、小学校 5 年生と 6 年生の女子のチー

ム、小学校 6 年生の男女のチーム、中学校 1 年生の女

子 2名のチーム、中学校 2 年生の男女のチームの、計 4
組のプレイヤーの活動の実際について述べる。 
 本ゲームの仕組みや帳簿シートへの入力に慣れるた

めのチュートリアルと位置付けた第一期では、プレイヤ

ーは帳簿に数字を入力することが精一杯で、中長期的な

視点を持った発言は見受けられなかった。GM や GA の

説明に従って、実際に手を動かしながらルールを覚え、

オンライン上での言葉のやりとりやGoogleスプレッド

シートの操作方法に慣れるといった、チュートリアルと

しての目的は達成されていた。また、手番を重ねるにつ

れて、8名のプレイヤーのうち 2チーム 4名のプレイヤ

ーは GM から確認を受ける前に、帳簿に正確な項目や

金額を入力することができていた。残りの 4名のうち 2
名が属するチームでは、初めは誤りがあったものの、

GA からの指摘を受け、即座に修正することができた。

また残りの 2名が属するチームは、GA からの指摘のも

と、時間はかかったものの、自分たちの力で修正をする

ことができた。帳簿への入力にかかる時間も手番を重ね

るごとに短くなり、第一期終盤では全体で確認する時間

を取る必要がなくなるほど、入力がスムーズになった。

第一期では子どもたちからキャッシュフローを意識し

た発言こそは見受けられなかったものの、帳簿の項目の

意味や、操作方法を理解した上で、活動に慣れることが

できていた。 
 チュートリアルである第一期を踏まえ、第二期では、

子どもたちからキャッシュフローを意識した発言が見

られるようになった。例えば、「お金がどんどん無くな

っていく。このままだと厳しいから早くお仕事依頼来な

いかな。」といった発言や、「No.11 のお仕事依頼来てほ

しいな。そうすれば利益が出るのにな。」といった発言

は、小学校 6 年生の男女のチームから出てきた。また

違う場面では、「私たちの会社、後でお仕事依頼失敗の

請求があるよね。」「そうだね。そうするとかなり経営が

難しくなるね。」「このままだと倒産しちゃうよ。」とい

った発言が、中学校 1 年生の女子のチームから出てき

た。さらに能力１の社員を雇うか否かを判断する場面で

は、お仕事依頼書を見て「能力 1 で引き受けられる仕
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事はないよ。」「しかもそれで給料毎月 1000 シープ持っ

ていかれるのか。」「でも能力というよりも、人数がいる

お仕事依頼もあるね。そういう時はいた方がいいのか

な。」「いや、でも人数が必要なお仕事依頼は 1 つしか

ない。雇うのは辞めておこう。」といった会話が小学校

6 年生の男女のチーム内であった。さらに第一期に比べ、

全チームが帳簿シートの使い方を理解し、連携して数字

を打ち込めるようになったことで、スムーズに活動を進

めることができた。実際に小学校 5 年生と 6 年生の女

子のペアからは、「私また社長のところ書くね。」といっ

た発言があり、入力する場所をチームの中で決め、分担

して作業を行う様子が見られた。またどのチームも帳簿

への入力が正確になったことで、第二期の最後の月末で

は、GA が入力の誤りを指摘する場面は見られなかった。 
 
4.2. 活動の考察 
 第一期は、ルールを理解しながら、ゲームに慣れられ

るよう、チュートリアル的な役割を持たせ設置した。活

動の実際にも記述した通り、子どもたちは手番を重ねる

ごとに、帳簿への入力を自力で、かつ正確に行えるよう

になった。このことからプレイヤーである子どもたちは、

第一期を通してゲームのルールや帳簿にある項目の意

味、入力するタイミングを理解することができるように

なったと考えられる。 
 第二期では、子どもたちから毎月支払う給料を把握し

た上で、利益を上げるためにはどうすれば良いのか考え

ている発言や、自社の状況を踏まえた上で、数か月先の

支出を見据えた発言があった。また、キャッシュフロー

や備品の数、社員の能力値を考慮しながら、リスクマネ

ジメントする場面も見受けられた。リスクマネジメント

の場面としては、能力が 1 の社員を雇用するか考えて

いた場面が挙げられる。もしもこの社員を雇っていたな

らば、毎月給与を支払う必要が出てくるが、人数が必要

な仕事の依頼を引き受けやすくなり、それだけ収入を増

やすチャンスが得られる。しかし能力が関係せず、人数

が必要なお仕事依頼は 13 つのうち、1 つしかない。こ

の状況を把握した上で、とあるペアはこの社員を雇用し

ないという判断を行った。これは、自分たちが求めるお

仕事依頼が 1 つに限定されてしまっていることを踏ま

え、リスクを冒すのではなく、現在の自社の状況を踏ま

えての判断であったと言える。これらの発言から、子ど

もたちは第二期を通して、自社のキャッシュフローを把

握し、中長期的な視点で経営判断を行うことができてい

たと考察することができる。 
 また、チームを会社の経営判断を行う社長という設定

にしたことにより、子どもたちはキャッシュフローを意

識した経営を考えやすくなったと考えられる。このゲー

ムの設定として、子どもたちがコンサルティング会社の

社長という位置づけにした。実際に子どもたちは自分た

ちの会社を倒産させず、利益を生み出せるよう、よく考

えながら、社員を雇ったり、備品を購入したりと、ひと

つずつの意思決定を慎重な検討を重ねた上で行ってい

た。以上のことから、キャッシュフローを扱うシミュレ

ーションゲームを用いた学習活動を行うことで、ゲーム

の世界観に入り込み、子どもたちに中長期的な視点を意

識させながら、お金の使い道を判断させることができた

と考察することができる。 
 

 

 
図 8 ゲーム中の帳簿シート 
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5. おわりに 

 
 本研究では、⻄千葉⼦ども起業塾内で設けられた会計

コースでの実践に向けて、中長期的な視点で計画的にお

金をやりくりすることができる者・自社の経理状況を把

握した上で商品作成に携わることができる者の育成と

いう目的のもと、特にキャッシュフローを扱った経営判

断を行うシミュレーションゲーム教材を開発した。ゲー
ム内における帳簿シートへの⼊⼒やチーム間の発⾔か
ら、キャッシュフローを意識し、中⻑期的な視点をもっ
て意思決定を行うことができていた。本ゲームのパッケ

ージ化を視野に入れながら、今後も経営シミュレーショ

ンゲーム教材の制作を進めていきたい。 
※この 2 行は消さないでください。編集者が削除しま

す。1 
 

1 2010 年度から 2019 年度までの取り組みについては，伊藤

（2020）でまとめられている。 
2 児美川（2005）、p.4 
3 藤川（2011）p.3 
4 三井住友トラスト・ローン&ファイナンス（2018） 
5 https://www.willseed.co.jp/ 
6 内田洋行教育総合研究所（2003） 
7 https://soshin.cc/seminar/?cat=3（2021 年 2 月 15 日最終閲

覧） 
8 https://www.smilegame.jp/（2021 年 2 月 15 日最終閲覧） 
9 藤川（2011）p.6 
10 藤本（2017）、p.11 
11 同上、p.11 
12 寺戸（1993）、p.81 
13 藤本（2011）、p.11 
14 Salen & Zimmerman（2004、山本訳）、p.280 
15 同上、p.325 
16 西千葉子ども起業塾内における仮想通貨の単位であり、1
シープは 1 円の価値があることになっている。 
17 サイコロの種類や数をチームが自由に変更することができ

るアプリのことであり、当日は GM が iPhone にインストール

し、使用した。https://madnesslabo.jimdo.com/スマートフォ

ンアプリ/ダイスふる/（2021 年 2 月 9 日最終閲覧） 
1 パソコンやタブレット、スマートフォンを使って、セミナー

やミーティングをオンラインで開催するために開発されたア

プリのことである。 
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