2時間で1回起業体験感想
名前
1

2

池田涼平

村野 直人

参加した感想

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

モノポリーをとおして現実世界で何を考えるのが苦手かというこ

自分が現実世界で失敗しそうなことを理解できた！短い時間

みなさんもモノポリーを通してビジョンを描けるようになってみては

とを理解できてよかった！

ではあったけどありがとうございます！

どうでしょうか？

モノポリーというただのボードゲームだと思っていたけど、奥が

ゴール設定を明確にし、それを目指した進め方でどのタイミ

自分の失敗の癖とかがわかるよい機会だと思うので、参加して損は無

深く様々な知識を鍛えることが出来るものだと思った。

ングで交渉するか、どのタイミングで投資するか決断を迫ら

いと思う

星5段階
☆☆☆☆

☆☆☆☆

れることが多く、選択して決断する事がいかに重要かが分か
った。
3

深沢 駿太

初めて祐作さんにファシリテーターをやっていただいて、新鮮で

初めての人とモノポリーをやればやるほど、人それぞれいろ

目的意識と学ぼうとする姿勢は最低限持ってないとなにも意味がない

した。そして、祐作さんの端的で本質的なフィードバックは、自

んな価値観があることに気付かされます。

と思います。

同上

モノポリーは一回参加して終わりにするのではなく、普段の生活でも

☆☆☆☆☆

分の中でとても学びになりました！
4

加藤 恵伍

持っている武器の使い方とか、数字とかは前よりはわかるように
なったけれど、最初の選択の時点でミスをしていたりして、やっ

☆☆☆☆

意識していくことが一番大事です。ぜひ一度体験してみてください

ぱりゴール意識とか、長期視点が弱いと感じた。
5

城本 麻結

モノポリーでの学びは無限にあることを毎回痛感します。

祐作さんのモノポリーはとにかくスピードが速い。その分頭

とにかく、本気で取り組むこと！

☆☆☆☆☆

こんなに丁寧に教えてくれるひとは祐作さんだけ！

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

使って付いていかないといけないので、毎回必ず成長できま
す。フィードバッグはいつも現実世界に落とし込んだ自分の
欠点を指摘してくれるので、本質的な悪い癖や考え方を見直
すことができます。
6

7

五十嵐 結

原田 真也

交渉の展開をとてもわかりやすく説明していただいて、色んな方

カード選びがいかに重要か。そしてなぜ重要なのかがわかっ

法を知った。

た

いつもと違った感じのモノポリーでした。というのもファシリの

カード選びの重要さ。しゃべるだけでポジションを上げるこ

学びがとても多い会でした！15回くらいモノポリーをしてきました

ゆうさくさんが交渉の場でヒントを与えたり、win-4winな交渉

ともできるということ。

が、今までと違った感じのモノポリーでした！

自分に今足りないのが成功体験で、モノポリーをするんじゃ

いいフィードバックが得れます！

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

を行っていたので、終わってからではなくその場で気づきがあり
視野を広く持つことができたと思います。 いろんなところで3間
ができる状況でどこの3間を行うべきか、様々な交渉を検証して
みて、比較することの大事さを学びました。
8

近本 拓

久しぶりのモノポリーで得るものが沢山ありました！

なくて見ることも重要だと分かりました！
9

10

11

村田 理紗

梶田 大樹

田村 帆菜実

こんなにも有意義で、学びとなる2時間は他には無いと言っても

現実世界で自分が抱える1番の問題点がモノポリーのプレイ

最初から最後まで集中して全力を出して下さい。そうすれば、必ず成

過言ではないと思います。適切なフィードバックは自分に深く刺

中に出ていました。自分では気付いていませんでしたが、指

長に繋がります。

さりました。

摘を頂いて問題を問題として向き合う事ができました。

今までのファシリとしてのモノポリーでなにが足りないのかが明

今日のモノポリーではファシリとしてのダメな部分を気づく

モノポリーでは自分がどのようにその回のモノポリーを取り組むかが

確にわかりました！ファシリとしてのプレイングというのは参加

ことができました！より良いファシリを目指すために必要な

とても重要なためそこを意識して取り組むと学びが多くなるためどの

者の学びになるようなプレイングをしなければならないのです

ことも気づくことができました

ようなこと学びたいかを明確化して参加したほうがいいです！このよ

がそこの意識がまだまだ低すぎたことが今日のモノポリーでわか

うな質の高いフィードバックを受けることはとても貴重な体験になる

りました

ため参加したほうが良いと思います！

自分はまだまだ考えも浅いし、できることも少ないけれどやっぱ

自分の足りないものについて気づけた！モノポリーが日常生

り何でもできるようになったら楽しいと思います。モノポリー一

活にどのようにリンクしているかを体感できました！

☆☆☆☆☆

参加あるのみ！

☆☆☆

つとってみても、自分の弱点や甘さがよくわかるし、本気でやっ
てみる価値は十分にあると思いました！
12

松崎 萌子

もっとモノポリーしたい！

正しい目標をたてる

1回のモノポリーで得れることはたくさんある

☆☆☆☆

13

吉田 爽

たくさんの事を教えてもらって、感謝の気持ちしかないです。何

失敗してもチャレンジして学ぶ姿勢と、自分の事ばかりじゃ

一緒に学びましょう！

☆☆☆☆☆

も価値を与えることのできない自分が情けないのでコツコツと成

なくて価値を与えるという気持ちが足りてないと気付きまし

長していきたいです。

た

モノポリーをやる上でのカード選びの大切さに改めて気づかされ

他のプロジェクトの方々の性格などを見るために観察やオフ

モノポリーをやる時は、長期的ビジョンを持った状態でカード選びを

☆☆☆☆

た。

ァーに対する反応を意識する必要があること。

すると、交渉する時の選択肢が増やせます。

圧倒的バリューを与えてもらいました。かなり本質を捉えたフィ

いつも同じつるんでる人からでは分からない自分を知れまし

ストイックにやりたい人はぜひ参加してみて下さい。上には上がいる

ードバックをいただけで良かったです。

た、日頃のコメントとは桁外れなフィードバックが聞けて本

ことを痛感できます。

14

15

黒江 翔一

本間 友隆

☆☆☆☆☆

当にタメになりました。ありがとうございました！
16

河崎 佑太

学びが多い濃密な時間だった。

エレガントな交渉のやり方はいくらでもあるということ。

疑問点など丁寧に対応してくださるので、どんどん聞きたいことは聞

☆☆☆☆☆

いた方がいいとおもいます。
17

金井 洸樹

8/8(土)に参加致しました。普段やらない方々とやることがで

自分の足りない点をただ指摘されるだけでなく、行動をもっ

普段、同じ人とばかり交流している人には特に刺さる内容だと思いま

き、また自分の新たな改善点を指摘していただき、大変勉強にな

て「気付かされた」と思います。そのためフィードバックが

す。

りました。すごく充実した時間でした。

とても刺さり、自分の弱点を的確に指摘する力のあるファシ

☆☆☆☆☆

リテーターでした。
18

19

柴野 明子

山本 貴季

楽しく学ぶことができた！

ゴールから逆算することの大切さ。そして、選択と集中がし

モノポリーで何がわかるの？そんな風に思う人こそ是非やって欲し

きれていなかったことに気付くことができた。

い！自分の性格や足りないところがわかる良い機会になるはず！

初めてのモノポリー分からないことだらけでしたが、モノポリー

相手の状況など意識して自分の戦略を組むことでより学びに

あらかじめ通常ルールでモノポリーの経験をしておけばスムーズに理

をやる意味などしっかりと理解してから行うことができて、学び

なると思う

解できてより、落とし込みやすいと思います

モノポリーが純粋に面白かった。しっかりこのゲームの意味を認

すこしモノポリーに慣れることができた。毎回考えつつや

最初はゲーム感覚で入ると、だんだんとゲームの意図がわかってくる

識して頭を使いながら終わった後の反省をこれからもしっかりし

り、何が悪かったかを振り返ることを忘れずにこれから数を

ので、そうなると考えるのがどんどん楽しくなります。

たい

こなしていきたい。

初めてゲームをしましたが、儲けて家を買ったり、お金を支払っ

考えが分散型だということに気づいた。日常の中でも考えが

自己分析できるゲームでとても面白い。一度は体験してみた方がい

たり面白かった。

分散しているなと思うことがゲームの中で表れていた。一つ

い！

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

も多くよかったです。
20

21

中藤 健

小林 樹里

☆☆☆☆

☆☆☆☆

のことに集中して考えるようにしていきたい。
22

蛯子遥喜

自分の予想していた結果と大きく違う結果となり、非常に驚い

事業を展開しようとする上で、弱さとなる自分の癖やマーケ

モノポリーを通して自身の癖に気づくことや経営に関する知識をフィ

た。初参加のため概要がほぼ全くわからない状態で参加したが、

ティング能力の低さなど。

ードバックしてもらうことができるため、有意義な時間を過ごすこと

参加後にとても多くのことを学ばせていただき、有意義な時間を

☆☆☆☆☆

ができたと感じられると思います。

過ごせたと実感した。
23

近藤将人

まさかあんなにこてんぱんにされるとは思ってなかったのです

モノポリーはただの遊び道具ではなく、経営の知識を身につ

始めは驚くと思います。まさかこんなに差が出るなんてと。しかしそ

が、自分の視野の狭さや行動のクセがわかってよかったです。

けられる実践的な道具だということが分かりました。

の経験を生かして次に繋げることが大事だと思うので、くじけないで
頑張ってください。

1

☆☆☆☆☆

名前
24

小池一貴

参加した感想
自分の悪い癖があからさまに出てたと思いました。

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

何回もモノポリーを繰り返しているうちに自分の癖だった

モノポリーはフィードバックされた時現実世界に落とし込んで話しを

り、考え方がわかってきた気がします。

してくれるのですが、それが自分の悪い癖だったり考え方があからさ

星5段階
☆☆☆☆

まに出るゲームです。それを知ってるか知ってないかでは大きな違い
だと僕は思います。なので純粋にゲームを楽しむだけではなく終わっ
た後にファシリテーターの人のフィードバックをよく聞いて改善すべ
きところをちゃんと理解するまでやってほしいと思います。
25

森本瑠

非常に楽しく、勉強になる会でした。

自分からビジョンをもって発信していかないと反応は帰って

自分のステップアップに繋がっていくと確信できる内容でした。

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

こないということ。その他、選択と集中の話やゴール設定か
らの逆算、相手に価値を与えるということの大切さ。
26

赤丸望

たった二時間のゲームの中で自分の癖や特徴、性格がこんなに出

自分自身の甘さ。自分の癖や特徴、性格が出ているというの

自分を変えたいと思う方はぜひ！自分もまだまだですが一緒に成長で

るのかと驚きました。

が分かるということは知っていて直せていない部分だという

きたらな、と思います！

ことを改めて気づかされました。
27

園田隆盛

活動で毎回感じさせられることであるが、自分の甘さを痛感さ

今回のモノポリーで気付いたことは、自分の甘さだと言いま

是非、モノポリーをただのボードゲームだと思わず、自分の行動心

せられます。でもそのことが自分はダメなんだと落ち込むきっか

したが、具体的に言うと、最初のカード選びでゲームがほと

理、経営の傾向を知るきっかけにしてほしいと思います。その上で今

けになるわけではなく、より上を目指そうという方向に向けさ

んど決まることを知っているのに、カード選びの際に頭を

やることがない人や何かやりたくても見つけられてない人はモノポリ

せてくれるものです。 なぜなら、先輩の会員の方が毎回のフィ

100%フル回転させてませんでした。モノポリーを未だにボ

ーを通して人生計画を大切さを知り、危機感を持ってほしいと思いま

ードバックをしてくれるからであり、自分の失敗を気付かせ、そ

ードゲームだとしか認識してない証拠ですし、それが本当の

す。

こから学ぶきっかけを与えてくれるからです。モノポリーは一見

人生だと考えれば、おっかないことをしてしまっていると今

ただのボードゲームですが、使い方や意識によっては最高の教材

更ながら思いました。次回のカード選びの際は全体の把握と

になり得ることも毎回気づかされることです。

駆け引きに全力を注ぎ、独占寡占といった状況を作らせない

☆☆☆☆☆

ようにしたいと思います。
28

小池昌矢

自分が勝つためには、まず人を勝たせることが必要であり、相手

一つのビジョンだけでなく、複数のビジョンを描くことで、

自分自身を変える、価値観を変えるきっかけになると思います。まず

の立場に立ち、バリューを与えることが必要であると感じまし

いかなる状況にも対応し得る自分のカードになるのだと気付

は参加という形で行動を起こすことがきっかけだと思います。

た。まだまだ、自分が勝つことを考えているためそういったバラ

きました。

☆☆☆☆☆

ンス感覚が今後必要だと知りました。
29

矢野 聖太郎

ボードの上で、あのように経営の疑似体験が出来ることに驚きま

本当の金持ちはお金をあまり持ち過ぎてない、のかもしれな

最初はちょっと難しいかもしれません。しかし、ボードの上で負けて

した。今日は初めてだったので少しわからない所とありました

いということです。少し儲かれば、それをそのままにしとく

も何も生活に支障は無いわけなので、保守的にならず積極的に取り引

が、自分の悪い所を指摘していただきとても勉強になりました。

のではなく、投資をして、お金に仕事させるのも大事でそれ

きなり投資なりしてみてはどうでしょうか。

折角指摘していただいたので、是非またやらせていただいて、今

にはタイミングや身の丈も考える必要があるということで

日の反省点を活かしたいと思いました。そしたら、また、一つ

す。

☆☆☆☆☆

レベルが上の指摘を貰うことが出来ると思うので、そのようにし
て、ゲーム感覚で楽しみながら、経営というものをほんの少しで
はありますが、身を持って感じたいと思いました。今日は本当に
貴重な体験でした。このような出会いを大切にしたいと思いま
した。ありがとうございました。
30

大森 愛美

モノポリーのフィードバックをして頂きました。学ぶことが多く

win4winの大切さ。テクニックよりもまず人間性を磨く必要

祐作さんとモノポリーをしたり、勉強をすることで得られるものは想

非常にためになる時間でした。人のためになりたいと日頃思って

があるということ。

像を越えると思います。大げさではなく本当です！！たった2時間だ

いたけれど、いざ、モノポリーで負けてはならないと思うと、人

ったけれど、私の今後の生き方を変えるような学びでした！！ぜひ参

に価値を与えるより自分主体で考えている自分がいました。祐作

加してください！(*^^*)

☆☆☆☆☆

さんのプレーから、人に価値を与えることの大切さや、人に価値
を与えることが負けない経営に繋がるということを学びました。
感謝されるって本当に素敵なことだと思います。価値を与えられ
る人間になります！！本当にありがとうございました。
31

峯田 弘一

楽しかったー♪

自分のやりたい事が見つかった時にそれに全てを注ぎ込み、

ゲームとはいっても一度やって見る価値はあるものだと思います！

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

余力がなくなってしまうという盲点を見つけられた。
32

片桐 彩加

モノポリーの面白さに初めて気が付きました。ただの運ゲームだ

本で学んだことをテストでアウトプットすることと、実践で

良く考えて、考えて、考えてゲームに挑むことです。たかがモノポリ

と思っていたけれど、完全なる戦略ゲームで、奥が深いと感じま

アウトプットすることは、まるで違うということ。覚えた知

ーですが、されどモノポリーです。考えれば考えるほどゲームは面白

した。今年の夏に感じたことを、そのままフィードバックして頂

識も使えるモノにするためには実践的なアウトプットをしな

くなっていくと思います。

き、自分の癖になってしまっているんだと、直したいなと思いま

ければいけないと改めて気付かせて頂きました。

した。次はもっとこうしたい、次はこんな風にやってみたい、と
いうことで頭が一杯です。もっともっと挑戦し、現実に落とし込
んでいきたいと強く思いました。
33

長井 友里恵

自分の思うようにいかなくてとても悔しかったですけど、色々と

自分の欠点、自分の力を把握することの大切さ、相手のニー

モノポリー後に貰えるフィードバックがこれからのビジョンに対して

学べて凄く楽しかったです。めっちゃ良い機会貰えました、あり

ズを捉えるべきこと等

とても有効だったり、ゲームをやっている短時間の間で自己分析出来

がとうございました！

☆☆☆☆☆

たりするのでとても有意義なセミナーだと思います。参加をおすすめ
します！

34

35

岩竹 瑛佳

細野 貢司

モノポリーって楽しいですね！最初は遊び感覚でしたが、とても

自分の視野の狭さを痛感しました。もっと先々の展開を考え

ぜひ初めは色々考えず、素になってやってみてください！自分の足り

考えさせられました。

て、周りの人が望んでいることを提供できるようにしたいと

ないところに気づけると思います。気づいたら日常でも意識して行動

思います。

することが大事なようなので、私も明日から頑張ります(笑)

向上心のある同年代の方たちとお話する機会が作れて非常に有意

今回は２度目のモノポリーでしたが、前回の失敗を踏まえ

自分の価値観を広げ、選択肢を増やすきっかけを作るいい機会ですの

義な時間でした。その中で、相手の考えを参考にし自分の選択肢

て、まずは確実に独占のできる物件から取り組んだところ余

で是非参加してみてください。

をさらに広げられれば良いと思いました。

裕のあるゲーム運びができました。しかし、中途半端な資金

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

と物件が手元に残ってしまったのでそれを更なる独占につな
げるための戦略、交渉が必要になってくると思いました。
36

セサ正 中原

自分のためになる刺激が欲しくて参加させていただきました。

自分に今必要なのは明確なゴールでした。その目指すゴール

初めは誰もがゼロからのスタートなので真面目に本気でやりつつ、モ

初めての参加で戸惑うこともありましたが、終わってみて振り返

に向かうためにも今はビジネスや交渉をするときに必要な基

ノポリーを通じてまずは沢山失敗をすることが大切です。ポイントは

ってみたとき全体的に自分がどれだけ未熟だったのかを勉強会を

本的な知識とコミュニケーション能力などを身に付けていか

自分だけのためではなくお互いの価値を認め合うところだと思いま

通して改めて知れたのでとても良かったと思います。

ないといけないという気持ちが今回の勉強会でより強くなり

す。楽しんで下さい！

☆☆☆☆

ました。
37

入木田 茉奈

理論だけでなく実際に体験できたことが、とても良い刺激にな

自分はファイナンスを何もわかっていないということ。ま

ラットレースから抜け出す人生の入口がこのモノポリーにあると思い

りました。

た、知っている人と知っていない人の差は、目に見えなくて

ます。

☆☆☆☆☆

も着実に広がっているのだということ。
38

津田 亮太

楽しく学べた

基礎が分かってないと何も出来ない

2

ルールちゃんと知っておかないと無理

☆☆☆

名前
39

澤田 亜門

参加した感想
勉強会という初めての体験で刺激になりました。いろんな話を聞

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

星5段階

自分の考えの甘さ。行動の重要さ。知識不足。

参加してよかったとおもえると思います。

☆☆☆☆☆

参加しなかったら終わってたなーというくらい、自分にとって必

個人事業にしても会社を作るにしても資金運用の能力が必要

モノポリーが強くなったり仕組みを理解することは、大きなお金をこ

☆☆☆☆☆

要だったことを最も効率的に学べたのが良かったです！

なのはわかっていたが、今までは理論だけちょっと勉強して

れから扱う人には100%必要なことだと思います。絶対に損にはなら

あとは経験を積めばいいだろう程度にしか思っておらず、今

ないです！

くことができてとても貴重なじかんになりました。モノポリーっ
て難しい笑
40

笹 佳奈枝

回モノポリーで犯した失敗は現実世界でも起こる可能性が高
いと知ったことで今までの考えが恐ろしいものだったと気づ
いた。私は起業するだけでなく余裕を持てるくらいはしっか
り稼いでいきたいので、これからも資金運用の能力を養う必
要があると思った。
41

善本 和地

人生設計で学んだことを一切活かしきれてませんでした。とりあ

やはり何事のゴールが必要なんだと改めて感じました。あ

モノポリーは絶対にやった方がいいと思います。今、将来に悩んでる

えず悔しいんですが、何も出来なかった自分の責任です。これか

と、人は学んでも経験しないとなにも分からないということ

方モノポリーをやると考え方や視野が広がると思います。是非経験し

ら這い上がりたいと思います。今日はありがとうございました。

も気付かされました。初めてやってルールも分かりませんで

てみてください。

☆☆☆☆☆

したけどそれ以前に経営戦略もでぎす、交渉もよく分からな
いまま進み、とにかく目先だけを考えるのではなくあとのこ
とも考えて逆算しないとダメだとわかりました。
42

有岡 瞳

ゲームといえばそれまでですが、勉強できることが沢山ありまし

目標設定、軸の大切さ

話を今までに聞いて「でも実際どうなん？」となっている人には実際

た。普段の自分の性格、考えは行動に現れると言いますが、モ

☆☆☆☆

にやってみて欲しいです。

ノポリーでも同じなのかなと思いました。人生計画で話聞いてか
ら参加して、より内容がつかめました。ありがとうございまし
た。
43

清塚 柚希

これからの自分の為に学ばなければいけない事が沢山あるので

今の自分は先の事を考えて行動する事が出来てなかった。目

今の現状に不安を抱えている人がいるのであれば、一度参加して今の

はないかと思った。

の前の事をただこなしているだけの日々であったんだだなと

自分の現状を考える事が出来る良い機会であると思います。

☆☆☆

実感した。
44

45

相馬 和実

小山 裕太

人生計画書で、ただ話を聞いているだけよりも実際にモノポリー

自分自身の弱みが浮き彫りになりました。バランスを取ろう

自分自身の弱みが浮き彫りになりました。バランスを取ろうとしない

☆☆☆☆☆

という場で実践できることによって、同じ話を聞いても響くもの

としないこと、選択と集中という意味、また足し算ではなく

こと、選択と集中という意味、また足し算ではなく引き算をするとい

が違いました。実践して初めて、こうゆうことを言っていたのか

引き算をするということが疑似体験できて、さらにフィード

うことが疑似体験できて、さらにフィードバックを丁寧にしていただ

と理解もできて、とても有意義な時間を過ごせました。

バックを丁寧にしていただけるのでとても楽しかったです

けるのでとても楽しかったです

自分のニーズを満たすためには相手のニーズを満たさないといけ

自分の癖である１つのことに囚われてしまうことが、モノポ

やりたいことが明確になっていない人は参加すべしです。

☆☆☆☆☆

ないという意味が分かった。

リーにおいて分かった。何通りかの選択肢があれば、戦いか

☆☆☆☆☆

たも変わると思うので、相手のことも考えて柔軟に物事を考
えることが必要だと感じた。
46

田中 悠互

自分は、自分の身の丈をまだ理解していないのだなということが

まず自分のやりたいこと、好きなことを見つけたい。その思

この勉強会に参加して何か自分のこれからの人生を有意義にしていく

よくわかりました。それと同時にそれを知るための環境にいるこ

いが強くなりました。自分は今まで明確なビジョンがなく行

ためのヒントを得られました。この勉強会は環境の大切さを学べるい

との大切さがモノポリーを通じてよくわかりました。投資するこ

動しててそのためもやもやする部分が多かったと思ったので

い機会だと思います。最後に、モノポリーの駒は間違えやすいので気

とを知らないのに投資ができないのは確かにそのとおりだと学ば

これからはまず芯を見つけたいです

をつけてくださいね。

他の人の意見を聞けて新鮮でした。

大学の友達以外に人脈を作れるという点でとても良いと思いました。

☆☆☆

モノポリーをやっているとそのまま今の自分が反映されているよ

モノポリーをやっていて知識がないから周りに流されている

自己認識をするいいきっかけになると思います。

☆☆☆☆☆

うで自己認識をするいいきっかけになりました。 負けた原因を

ことが多かったので知識を持つことが大事だと気付きまし

考えたことで自分の課題も少し見えてきたと思います。

た。自分は納得するまで決断することができないということ

マーケティングは奥が深いのでそこを鍛えれば伸びると思います。

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

させて頂きました。
47

本庄 莉緒

今回、モノポリーを通して、自分自身の課題を知れて良かったと
思います。

48

宮川 諒也

に気付きました。
49

片山 裕之

SGの設定の弱さを痛感しました。現実世界への落とし込みもで

ビジョンを描く能力、マーケティングの甘さを実感できまし

きなくなってしまっていたので、もう1度整理しなければと思い

た。

ました。
50

51

帰山 奈緒

中上 飛鳥

レベルの高いフィードバックがもらえて、今までのモノポリーの

ビジョンを明確にすることの大切さ、PRで資産価値は変わ

モノポリーをさらに現実世界に落とし込んだイメージで挑戦してほし

やり方じゃダメということを実感できた。

ること。

い。

今まで伸び悩んでいたが、課題が見えてすごく為になりました。

学んだ基礎知識を全然モノポリーに落とし込めてなかった。

学ぶことはたくさんあるので、そこから成長に繋げてもらえたらなと

☆☆☆☆☆

思います
52

三村 壮磨

一緒にプレイしてボコボコにされることと、わかりやすく的確な

・自分がまだまだゲーム感覚でやっていること→ゴールを立

モノポリーをすることで、現実世界の今の自分の直すべきところを洗

フィードバックから、一回のモノポリーで普段の何倍もの学びが

てて、その為にどう交渉すればいいかを磨く為にモノポリー

い出して、それを各自に即したフィードバックが得られ、今の自分の

ありました。 MGKで自分が原因だと思っていることは、実は問

をやること ・そもそもの目標やゴール設定をあやふやにする

課題が明確になりました。

題で本質的な原因は...というところまで深掘ってもらえて、こう

とそれまでのビジョンが描けないこと→現実で自分が抱えて

すればいいのかとわかりやすくもらえました。 交渉テクニック

いる問題をモノポリーに置き換えて、原因を洗い出せること

や「これをこう考えればこうできるよね」という自分の考えの及

・マーケティングの意識→仮説を立ててるのが前提で、検証

んでいない交渉を実際に自分がこの立場ならという形でやっても

すること

☆☆☆☆☆

らえて、わかりやすかった。
53

北林 佑介

まだまだカードの価値や市場がわかってないことと後は自分の思

まだ自分中心に物事を考えている。

考が全然追い付いてないなと
54

春本 優奈

モノポリーは、いかに現実に落とし込むかが大切かだというこ

自分がしたいことを一体どのように行うかの重要なヒントを沢山得れ

☆☆☆☆☆

るチャンスです。
モノポリー上での課題と、リアルな課題は同じということ。

ものすごく質の高いフィードバックをしていただき、今までのモノポ

とが分かりました。それを考えないと、数をこなすことに意味

リーが、ほとんど意味がないことに改めて気付かされました。本当に

はないと仰ってたことが腑に落ちました。

自分がモノポリーを現実的に捉えられているか分からない人は、参加

☆☆☆☆☆

することをお勧めします。モノポリーをしたことがない方は、ただの
ボードゲームではないことに衝撃を受けると思います。
55

久保 和輝

初めてのモノポリーで奥の深さを痛感しました。その中で自分の

今の自分がゴールから見て何処にいるのか。

すべき事が見えてきたので、とても良い経験になりました！

僕は実際に行動する事で自分が次に何をするのかが見えてきました！

☆☆☆☆☆

自分で体験する事は強みになります。一つずつ積み重ねていきましょ
う！

56

宮前 貴成

とにかく学びが多くて、充実した時間でした！！

モノポリーには、今自分が直面している問題がそのまま表れ
る。だからこそ、モノポリーをするときに設定する目標は、
自分が現実に直面している何を、どういう風に改善するよう
アプローチするかを考えて取り組む必要がある。

3

大きな視野と長期的な目標を持って臨んでみてください。

☆☆☆☆☆

名前
57

芦原 直樹

参加した感想
リアルな交渉に躓いてる理由がモノポリーで現れていた。

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

自分の作ったWebサイトなどを上の人と比べて経験の差があ

やりたい事をやるんじゃなくて、基礎をしっかり固め作ってからやる

るのが当たり前なので、そこは考えずに自分の強みを見つけ

という事の大切さをこのモノポリーで理解できます。

星5段階
☆☆☆☆☆

自分やからこんなことができますよ！自分の価値を相手に与
えられる交渉をするという事に気付けた。
58

久田 美穂

現実と結びつけ多くのフィードバックを頂けたのがいつもと違う

とにかくゴールが明確でないこと。これは現実でもそうで

現実と結びつける。モノポリー中やフィードバックでも教えて貰えま

気づきに繋がりました。

す。自分が本当に何がしたいのか、今は何ができる状態なの

すが、自分で結びつけて考える取り組みをしないと、ただのゲームで

か、何をすべきかを最も考えるべきで、外的要因などを含め

終わってしまうと思います。

☆☆☆☆

すぎてゴールがあやふやになっていました。ゴールがはっき
りしていないために、どう選択して良いのかも判断できず、
選択した際のビジョンもあやふやになる、あるいはビジョン
すら描けない状態に陥っていました。
59

60

61

前田 健太

小林 龍之介

柿澤 彩人

ゴールの明確性というのが非常にわかる話であった。自分がやり

今日モノポリーをやってみてモノポリーでは目先の事しか考

自分の現状がわからずに何をしていいかわからない人は参加すべきだ

たい事、自分が欲しい能力を得るためには自分の身の丈を知り

えずやったためか上手く行きませんでした。これを人生に当

と思う。

そこから何が必要なのかというのを考えるのが大事だと言う事が

てはめてみても自分って目先の事しか考えずその先の事につ

わかった。

いて考えていないと感じた。

モノポリーを通して自分に必要なことや何をすべきかを学べるな

明確な目標を立てて、それを達成するためにどのようなアプ

セミナーで教わったことをよりイメージしやすくなり、自己実現のた

んて思いもしなかった。セミナーで聞いたことを再認識できてよ

ローチをすべきなのかはっきりさせることが大切だと思っ

めのモチベーションアップにもつながると思うので、参加してみてこ

かった。

た。

のスゴさを体験して欲しいです。

こんなにも自分の考えが甘く、完成していないものなんだと再確

自分は何をするに関しても、行動目標という部分で曖昧な部

自分の悪いところ、直したほうがいいところがわかりやすく出ます。

認できてよかったです。このままいまの生活を続けていたら思い

分だったりがあり、考えていることを実現する力が足りない

モノポリーの結果を素直に受け止めて、前に進んでください。

通りの人生を歩めなかっただろうと思います。参加してよかった

ことに気づきました。

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

です！
62

安斎 優美

自分に足りないものを指摘していただけてありがたかったです。

就職に関して、私は今まで、既存の企業に就職することが私

現在悩んでいる人は、ぜひ遠くからでも参加してみてください。それ

がしたいことを実現するのに一番適していると考えていまし

だけの価値ある３時間だと思います。

☆☆☆☆☆

た。けれど、それが出来そうにないという現状において、自
分で選択肢を作るという行動もあるのだと気が付きました。

63

橋本 直也

とても面白かった モノポリーから入る勉強会は斬新で、もっと

ゲームの進行はゴールの見えていない闇雲ないまの状況をそ

活動を知りたいと思った。

のまま端的に表してると気づいた 他にも自分の認知していな

可能性を広げる意味で是非参加をしてみてください。

☆☆☆☆

人生を仮想体験できることは少ないので、やるととても勉強になると

☆☆☆☆☆

い改善点もまだあるだろうと感じた
64

松田 和哲

人生を仮想体験しているようで面白かった。

明確な目標がないと経営は失敗してしまう。

思います。
65

小林 寛

モノポリーを楽んで遊ぶだけでなく、なぜうまくいかなかったか

考えないで行動すると資本主義社会に生き残ることができな

ゲームからでも資本主義社会の仕組みが分かるだけでなく、そこから

を振り返って学ぶことができて良かったです。

いことをこのモノポリーで知りました。

どのように対処するかを勉強会で理解できると思うので頑張ってくだ

☆☆☆☆☆

さい!
66

安東 謙佑

モノポリーをすることによって、自分のビジョンを持つことの大

物事の判断基準のために、自分のビジョンを持つことは大事

自分の弱点を知り、そしてこれからどうしたら良いかを知る良い機会

切さを知ることが出来た。また、このままではやばいなという

だなと気づいた。また、自分はコミュニケーションを取るこ

になると思うので是非参加してほしい。

危機感を感じることができた。

とが苦手だし、人に言われたことに対してNOとなかなか言

☆☆☆☆☆

えないが、これでは資本主義社会で生きていけないなと気づ
いた。
67

68

原 将太朗

阿部 佳弥

自分の資本や投資に関する知識のなさを痛感した。

モノポリーゲームを通じて感じた経営戦略、マーケティン

将来の自分について不安があり、変わりたいと感じているなら一度話

☆☆☆☆☆

グ、PRなどの大切さ

を聞いてみてほしい。

これまでのようにただなんとなくではなく、しっかりとゴールを

自分が結構直感で動いてしまっているということに気づきま

自分がこれから何かをするためのきっかけになると思います。

☆☆☆☆☆

定めて、それに向かって自分が何をするのかを考えなければいけ

した。

☆☆☆☆

ないと思えることができました。
69

吉岡 里美

私は今まで経営について学んだ事が全くなく、ボードゲーム形式

経営は就職活動と少し似ているのかなと思いました。将来や

経営にあまり興味がない人でも、このモノポリーで学んだ事は様々な

でもまず何からどのようにしたら良いのか分かりませんでした。

りたい事のために自分の現状を知り、目標達成のために何を

シーンで力になると思います。私が1番感じたのは、このゲームの進

始めてみてからもお金の流れについていく事ができず、ただ流れ

するべきか考え行動する、知識を得るというのは、就活する

め方にはその人の性格や考え方がものすごく表れるということです。

に乗っていただけになってしまいました。それでも、今まで何も

中で必ず必要だと思います。私は今将来どうなりたいという

自分自身を知るため、課題を明確にするためにとても良い方法だと思

イメージできなかった経営のお金の駆け引きをボードゲーム上で

目標が明確になっていないため進む事ができません。まずは

います。50万円は払えませんが、お金を払っても良いという程良い経

目にすることによって、以前より随分イメージがしやすくなりま

目標を定めるために自分がどうなりたいのか１つにしぼり、

験になりました。参加させて頂いて良かったです。

した。終始周りに合わせ、自分から積極的に行動を起こす事は

そのゴールを実現することのできる道を考えます。

ありませんでしたが、経営のイメージが少しでも見えたのでとて
もいい投資になりました。ありがとうございました。
70

小黒 萌華

ゲームのルールが途中まで理解できず、難しかったです。

目標があればそれに対して頑張れるということを改めて実感

自分がどういう特性を持っているのかということを知るのにいい機会

することができました。自分のフェーズに合わせた目標を自

だと思います。

☆☆☆

分で決めて行動していきたいと思います。
71

大石 登夢

現実社会に落とし込めるようなモノポリーでとても分かりやすく

ゴール設定を明確にすることの重要性

て自分の足りない能力が浮き彫りになった。
72

横田 あかね

これからビジネスをするにあたって必要な知識が詰め込まれてるので

☆☆☆☆☆

オススメです

想像以上でした。モノポリーに関しては衝撃を与えられるよなど

自分の視野の狭さ、甘さ。そしてもっともっと上を見ないと

参加するか迷っていても迷っていなくても絶対にやったほうがいいと

と言われていて、すごく楽しみにしていて、何が得られるのだろ

いけないし、自分がやりたいことのために何をすべきか、何

思います。自分の視野を広げたい人は尚更。また、参加する際は全力

うとわくわくしていましたが、実際にやってみて自分の性格とか

ができるか、現実はどうなのか、明確にすること。私は、そ

で負けてください。人はやっぱり失敗から学ぶと思います。でも、誰

悪い部分とか手に取るように分かって、自分に足りない部分、気

れが分かっているつもりだったけど分かっていなかったこ

もが人生で失敗するのは嫌なので、失敗を経験できる場としてモノポ

づいているようで気づいていなかった部分をはっきりと突きつけ

と。分かっていない自分に気付くのを恐れていたことに気づ

リーがあると思います。一度きりしかない人生の中で失敗なんて皆無

られたような感じでした。私は言葉に表すのが下手くそでこのな

くことが出来ました。

にすることはできないので是非モノポリーでたくさん失敗をして、現

んともいえない気持ちや考えを今は表現出来ませんが、モノポリ

実世界での失敗を一つでも減らすための学びの場としてモノポリーを

ーを通じて相手に伝えるという力を身に付けて言葉としてきちん

活用することは必要なのではと私は思います。

と表現できるようになりたいと強く感じました。また、経営能
力だけでなく日々の行動における大事なことも学ぶことができま
した。今回のこのモノポリーにかけた時間は何物にも替えられ
ないぐらい価値のある時間になりました。本当にありがとうご
ざいました！

4

☆☆☆☆☆

名前
73

竹内 耀平

参加した感想

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

「自己実現」について深く考えさせられ、将来活躍したいなと思

自分ってまだまだ未熟者なんだなと気づきました。私はなん

なんとなく生きていても、なんとなく歳月が経るだけです。将来、少

う私にとって、指針を与えてくれるようなありがたいイベントで

となく人より優秀で、人より物事考えているよとよく言わ

しでも活躍したいなと思う人は、重い腰を上げて参加してみることを

あったと強く感じています。やはり、自分で描かないものは得ら

れ、偉そうになっていた部分がありました。しかし、今回の

おすすめします！！

れないし、誰かが勝手に与えてくれるような甘い事情ではないと

イベントを通じて、まだまだ社会で活躍できる人材にはなっ

痛感しました。これから、活躍できる人材になれるか否か決定

ていないということに気づかされました。正直、偉そうにし

するのは自分なんだと、目を逸らしたいそような現実を直視する

ていた自分が恥ずかしいです。「井の中の蛙大海を知らず」

ことができ、何か萎縮するような気持ちがある反面、これから

状態でした。だから、今後は何をしていくべきかゆっくり考

どんな成長ができるのかなという期待の気持ちもあります。今

えていきたいです。

星5段階
☆☆☆☆☆

回、このような場を無料で提供して頂きまして本当に貴重なイベ
ントであったと感じております。
74

上村 菜穂

Sクラス3期の最終日に見学をさせていただいたのですが、候補

全体把握をどのようにしているのか、というのが私のここ最

モノポリーというボードゲームを通して、ひとりひとりの課題や姿勢

生が何を選ぶのかを予想しているときに99%当たっている祐作君

近モノポリーにも、プロジェクトチームでも共通するテーマ

と向き合い、的確なアドバイスをしている印象をすごく受けました。

の予測をする能力もそうですが、何より指導力に驚きました。

です。それをどうしていくのか解決方法が見えず「全体把

ファイナンスの勉強だけではなく、本質の問題解決をしたい人におす

6人というやりにくさのあるプレー状況でしたが、みんなが真剣

握」と検索エンジンでかけてもいまいちピンとくるものがな

すめです！ ありがとうございました！！

にカードを選び状況を予測や把握しながら選んでいる姿勢が印象

く困っていました。しかし祐作君のモノポリーをみている

的でした。 「何事でも準備が9割！」をモノポリー上で再現して

と、全員の立場になって、相手の気持ちも考えながらプレー

いるのが伝わってきました。

をしているのが目にとまりました。 このことから、全体把

☆☆☆☆☆

握という大きなテーマの中で、そこにいるひとりひとりを細
分化して考えることに注力をし、少しずつその人数を増やし
ていけたら「全体把握」につながるのではないかと気がつけ
たのでやってみます！
75

森本 貴満

自分に欠けている部分、課題を強く感じることができるとても

自分がやりたいことをやっていきたいのであれば、明確なゴ

自分の人生を自分でコントロールして生きていきたいけれど、それに

よい機会だったと思います。まず自分がどう生きていきたいのか

ールと戦略、それを実行する実力が必要だということを、体

向かってアクションできていない人は、ぜひ参加したらいいと思いま

をしっかりと描き、それを実現するべく、昨日学んだことをしっ

験を持って感じることができました。

す。

衝撃的でした。最初は何を言ってるのかと思いましたが、実際に

自分の計画を客観視したり、ポイントを絞っていかないとい

あんまり興味ないし…とか思ってる方、騙されたと思って一回参加し

体験してみると、こうもクセとか出るんだなって感じました。

けない事に再度気付かされました。

てみてください！！

前回の自己実現のためのお話の内容を、ボードゲームを通して体

ボードゲームを通して、資本主義の原理、原則について考え

今の自分の状態を客観的に知れるし、社会の仕組みについて学べる貴

験をし、フィードバックを頂いて、客観的に現状を知ることが出

させられた。どんなに自分のやりたいことを実現しようと思

重な体験なので、参加することをお勧めします。知らないことは、本

来た。

っても、まず資本主義の中で生きていかねばならない。だか

当に怖いです。

☆☆☆☆

かりと実行しなければ意味がないので、これからさらに頑張って
いきたいと思います。貴重な機会をありがとうございました。
76

77

石川 和

菅原 駿

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

ら、その原理を知っていて、使えなければならないと感じ
た。今回は知らないことがいかに怖いのか気づけたと同時
に、それについて学び、使えるようになりたいと思った。 物
事を決める時に、軸がないのが浮き彫りとなったし、改めて
考えると、現世界でもよくあることであった。行動する際
に、軸がないことは、チャンスをつかむことが出来なく勿体
無いし、危険だと感じた。
78

福田 新

考えることがたくさんあって面白かった。

自分に何が出来るのか、根本からいろいろ考えると見えてく

自分のやりたいことがわからない、見つけ方さえもわからない、やり

るものがあると気づいた。

たいことがあってもそこまでの道がわからない、その悩みを解決でき

☆☆☆☆☆

るようなヒントを与えてくれるところなので是非参加するべきです。
79

堀川 純

最初は、前回のセミナーからくる期待と、それでもやはり自分の

自分が普段は考えないような自分の特徴や、今後自分がゴー

普段は考えたりしないようなことや、自分ではあまり気付けないよう

問題を少しでも解決できるかどうかという不安が入り交じった状

ルに向かっていく際に絶対に障害となるような、欠点。それ

なことなど、多くの自分のためになる発見ができる有意義な時間で

態でしたが、今回の勉強会で自分のことや周りのことなどを考え

に対する対策と、今自分がすべきことの確認。

す。

正直モノポリーは運ゲーだと思ってて、勝てるかもと思って挑ん

「勝負は最初の準備で決まる。ゴール設定の大切さ」「資金

「知ってる」と「知らない」の差は愕然とする位大きいです。その歴

だ…奇跡的な運のよさを発揮した上でボコボコにされて、戦略と

よりも、価値を上げられる可能性のある(無形)資産が大切」

然とした差を体感するためだけにでも参加する価値があると思いま

☆☆☆☆☆

ることができ、とてもいい機会になりました。
80

和田 隆克(ベネ)

思考でこんなにも差が出るのかと愕然とした。次回祐作さんに

☆☆☆☆

す！まさかモノポリーに気づかされるとは…

再会するまでに、学んだことをどうやったら自分自身に落とし込
めるのかじっくり考えたい。
81

菅野 太樹

自分では気づけない、わかっていないことを客観的な目線から教

理念とビジョンの違い、自分がそれを間違っていたこと

えて頂き、自己を見直すきっかけとなった。
82

加来 悠人

それぞれ考えさせられる機会になると思うので、是非楽しんで欲しい

☆☆☆☆☆

です。

今回は「自分の経営の強み、弱みを知る」などの具体的な目標は

もっと全ての行動に裏付けが必要であると痛感しました。こ

なんとなく行動してる人には特に参加してみてほしいです。

☆☆☆☆☆

なく漠然と「普段ただの遊びとして楽しんでいるモノポリーをど

れが欲しくてこれがしたいから今はこうする、など目標を見

う経営に活かすのだろうか」という疑問で参加しました。しかし

据えた具体的な中間点の設定の練習を普段からしていきたい

終わってみると各プレイヤーの欠点が露呈しており、普段から自

です。

分や他人のことを洞察するヒントはいくらでも転がっていると感

これから参加する人へのメッセージ

どんな時も冷静に自分の経営戦略を見失わない事の難しさと

私は初めてモノポリーをしたのですが、今これを知って良かったと思

☆☆☆

大切さを知った。

います。知らない方はこの機会に取り組む価値はあると思います。

じさせられました。やはり日常生活でももっともっと考えて、目
的を持って行動すれば考える力が自ずとつくと思うので少しずつ
でも実践してみようと思います。
83

伊奈 愛美

モノポリーを通して起業体験ができた。

84

永田 健一

目標設定の仕方や自分の考え方のクセが分かった

目標設定の重要性

なぜ自分が動けないのか、事前に考えておくと学びが深まると思う

☆☆☆☆

85

春日 結汰

わかってたと思ってたことが何もわかってなくて、自分が思って

自分に何が足りなくて、これから何を意識していけばいいの

自分が何をやりたいのか、何が好きなのか、もやもやした気持ちをそ

☆☆☆☆☆

ることの正しいことと直したほうがいいことの区別がつくよう

か

のまま話せば、自分の現状がわかります。ただ、踏み出す勇気を持つ

になった。
86

久保田 博貴

だけです。

私は、まだ明確な目標が決まっておらず、これまでの大学生活で

ゴール設定の大切さ、ビジョン、理念を話すことが就活を勝

モノポリーを使って福永さんが経営やマーケティングを教えてくださ

いろんなことに挑戦はしましたが、この勉強会を通していろんな

ち抜くための近道、いろんなことに挑戦するにも軸を意識す

ることは本当に初めての人でも分かりやすいので、是非参加してほし

ことに挑戦するにもまずはゴール設定を明確にし、目的を持つこ

ること

いと思います。

とが大切だと分かりました。そして、軸を意識して次からいろん
なことを吸収していきたいです。

5

☆☆☆☆☆

名前
87

山﨑 綾斗

参加した感想
ソーシャルビジョンやファイナンスビジョンがあり、ファイナン

参加して気づいた事
上に同じ

これから参加する人へのメッセージ
起業や自己実現に興味がある方に満足頂けるコンテンツだと思いま

スビジョンから計画を立てていくとより現実性が見えてきたり、

す。ボードゲームで経営が学べる？は？みたいな人もいるかもしれま

ゴール設定をし、そこから逆算していくことの大切さ、モノポリ

せんが、モチロンそれが役立つと思うだけのロジックがちゃんとある

ーというボードゲームのルールを変えると、かなり現実性が増

ので、そういう偏見がある方にこそ、参加してみて欲しいと思いま

し、経営をシュミレートするのに役立ったりすることを学びまし

す。

星5段階
☆☆☆☆☆

た。
88

石川 真衣

初めて経営を面白いと感じました

知ってるか知らないかで人生は大きく変わる

驚きと発見の連続です！！

☆☆☆☆☆

89

廣田 修造

細かい企業や経営知識をボードゲームを利用して分かりやすく学

自分には根本的な知識が足りないことに気づけた。これから

自分の大学生活を見直すきっかけとなると思うので、その時だけで終

☆☆☆☆☆

べ、加えて大学生活をどの様に使っていけば良いかがより明確に

先の大学生活を自分の将来やりたいことと逆算して考えて今

わるのではなく、きっちり自分なりにフィードバックしていってほし

なりとてもためになりました。

何をやらなければならないかが明確になり、今の大学生活を

い。

もう一度見直す必要があると気づけた。
90

岡田 徹

「選択と集中」という言葉の意味を体験を通して知れてよかった

自分は新しい考えを何も考えずすぐ導入したがる癖があると

です。

気がついた。

フィードバックを注意深く聞くといいと思います。

☆☆☆☆

91

中本 優司

面白く学べ尚且つ深い

学ぶ形式にもいろいろな形があること

自分の癖がそのままゲームに出るのが面白いです。

☆☆☆☆☆

92

平松 雅矢

経営者として、下手な優しさは自らの首を絞めることにもなり得

経営判断をする際には一瞬のうちに決断が求められるため、

経営者になることに関心が無くても学びになる勉強会であるため、参

☆☆☆

るため、相手に余裕を持って価値を提供できる状態を作り上げる

常に先を見通すことが必要である。

加する際はぜひ多くのことを学び取ってくれることを期待している。

モノポリーを今回は、しました。最初、たかがゲームと思ってい

自分の今どの位置にいるのか、そして何が足りてないか気づ

騙されたと思って受けてください！

☆☆☆☆☆

ました。でも、ゲームをして自分の事や自分の気づかなかったダ

きました。

ボッコボコにされてください！笑

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

ことが重要であると感じた。
93

鶴田 怜花

メな部分が分かりました。
94

95

96

田中 萌

山之口 優

淡島 良太

ボッコボコにされて、凄い負けず嫌いなので勝つまでやりたい気

考えないといけないと思いながらしても、何を考えれば良い

持ちになりました。本当にどうしようも出来ない負のループから

か分かっていないから考えられなくて、凄い今の自分とリン

抜け出せなくて、バーチャルで良かったと安心です。これを現実

クしました。少し教えてもらっても、考える力がないから与

で…と考えるとゾッとします。失敗は成功のもとだからいっぱい

えられても活かせない。与えられたそれを活かせる力を身に

失敗したいけれど現実問題はそんな甘くなくて一度の失敗で死活

つけなきゃ与えられても意味がない思いました。どれだけ現

問題。それを何度もゲームで体験できるのは貴重だと思いまし

状を知るかが大切か改めて分かりましたし、もらったものを

た！

吸収出来るように力を身につけることが今の私の課題だと気

参加して気づいたこと

付きました。

実際に経営を始めてるのに気づいてないことが多々あって刺さる

基礎知識の重要性。センスである程度はどうにでもなると思

気づいているようで気づいてないことが必ずあると思います。自分の

ものが多かったです。すぐにコアメンバーと話そうって気になり

ってたけど、基礎知識がないと戦えないし、他人任せだと将

自信を折って欲しい、勇者の方はぜひ(笑)

ました。

来的に障害になる可能性があることが分かりました。

まじで、悔しかった。知らんことがいっぱいあると思うけど、そ

見えてる部分が狭い。勝てるストーリーが描けてないなと。

黄色じゃ、なかなか勝てません。笑

☆☆☆☆☆

まだ視野が狭いこと、とある程度ルールを知ったあとは、そ

学ぼうと思えば思うほど、勉強となる部分が多いゲームです。取り組

☆☆☆☆

れらをどう使えるか、という経験がものを言うのだなという

む姿勢次第でゲームから得られるものが大きく変わると思います！

れに直面したときは視野を広げて、手を打ちたい。
97

村上 悠治

実力不足を感じ悔しかったです。

こと。
98

新貝 賢二

濃密な時間を過ごさせていただき、本当にありがとうございま

思考と実践にはギャップがあり、分かっているつもりが実は

あなたが今、充実した生活を送り、この先もその延長の人生を過ごし

した！体験型で楽しく、面白かったので、それだけでも参加して

分かっていなかったことにモノポリーを通じて気づきまし

てもいい。と思うならば参加しなくてもいいかもしれません。しか

本当に良かったと思います。まだまだ見えていない景色があるん

た。事業の軸にはただ資産を築くだけではなく、築くタイミ

し、成長してもっと面白いことをしたい、今よりもっと広い世界を見

だなとワクワクしました。

ング、ゴールを設定すること、そのためには何をしていくべ

たいと思うならば、私は参加を強く勧めます。実践を通じて体感しな

きかの戦略をたてること。価値とは自分にとっての、ではな

がら学ぶので、効率よく自分の内面に資産を築けるでしょう。

☆☆☆☆☆

くマーケティングした上で相手にとっての価値が自分にとっ
ても価値となること、事業展開では身の丈を意識すること、
一方で経営者になるには身の丈を超える環境に飛び込んだ方
がいいなどの身の丈の考え方。3時間だけでも挙げたらキリ
がないくらい気づきがありました。
99

100

北川 拓海

大村 風雅

モノポリーでなにがわかるのだろうかというのが、参加前の本音

「選択と集中」や「現金より資産の方が大事」とは頭では知

たかがモノポリーというボードゲームで何がわかるのかという気持ち

でした。(笑)しかし、モノポリーを進める中で頭では知っている

っていたが、実際に行動に落とし込むまでには実践が必要で

になると思います。(笑)でも、とりあえずやってみる。それだけで自

ことも実践できない自分。感覚でしか経営をやっていけない自分

あること。自分にとって価値があるものが相手にとって価値

分の現在地がクリーンになり、これからすべきことが見えてきます。

に気づく、とても良い機会でした。また、実際に自分が40歳に

のあるものだとは限らない。そして、ターゲットになる相手

あの姿であることを想像するとゾッとした。これからの行動で未

にとっての価値を提供できるように適切なゴール設定が必要

来を変えていきたいと思う。

だと学んだ。

モノポリーというゲームを使ってリアルでは中々イメージのする

自分は今まで何をするにしてもその場の勢いで行動をしてし

やりたい事があるけどどう行動すれば良いか分からない、負けない経

ことが難しい経営、マーケティングのやり方、スキルを分かりや

まう事が多かったので、今回のモノポリーで目標(ゴール)を

営力、マーケティング力を身に付けたい方はもちろんのこと、まだ目

すく学ぶことができました！

設定してからまずどう行動をしていくかという事を学べる事

標を、持ってない方も是非参加して下さい！

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

ができました！
101

小松 弘明

自分の性格が良く分かりました。

自分の今の考えで物事を行おうとすると失敗するんだなと感

気づきが多いゲームだと思います

☆☆☆☆☆

モノポリー、全ての数字に意味があります。

☆☆☆☆☆

悩んでいる人は、何で悩んでいるか分かります！

☆☆☆☆☆

なにかに迷ってるいる人は答えが見つかるきっかけになります。

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

じました。
102

工藤 匠一郎

未だお金の動かし方が成長していないことを実感した。

目標、選択、タイミング、規模感等々に関して、全ての数字
やルールに意味があること。そしてそれを意識的に理解する
ことが自分に必要であること。

103

藤岡 稚菜

モノポリーでこんなにも性格が出るとは思いませんでした。

自分はどうしたいのか自分でも見つけれていない状態なの
で、もっと深堀します。

104

小藤田 匠

色んなジャンルの方とお話できたのがよかったです。

今迷ってるいることがいくつかあるので、少しまたビジョン
がはっきりしました。

105

106

香美 諒

エルハワリ 愛実

自分の目標がなく、とりあえず行動、という考えを改めさせられ

ビジョンを立てて、それに向けて戦略を立てて行動するべき

経営うんぬん以前に、将来へのビジョンがない人はぜひ参加するべき

ました。

だと気付かされました！

です！

おもしろい！！自分が陥りやすい思考回路がだいたい見えてき

経営や、ファイナンスを学ぶことも重要ですが、もっと基礎

めちゃおもしろい！！自分を客観的に見る練習になるので、おすすめ

て、自分が何を学ぶべきかが分かってきました。

の、メンタルを強く持つ、自信を持つことが重要だと思いま

です！

した。

6

☆☆☆☆☆

名前
107

山下 理子

参加した感想

参加して気づいた事

資金運用のやり方、今あるものを見るのではなく、次に繋がる

自分の土台がぐらぐらだということがわかった。ものの表面

ようにどうその価値を運用していくかが大事であるということを

だけで判断して行動していると痛感した。

これから参加する人へのメッセージ

星5段階

自分の今から強くしていかなければならないところがわかる

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

ゲームを通して知ることができた。
108

鈴木 健太

今までの自分が活動してきた事は良い事だと思っていたけど、何

自分と周りの温度差を感じていた理由に気づいた。重要な情

やりたい事があるけどどうしたらいいかわからない事、何をしたらい

も判断がなかったのではないかと感じた。また、重要な情報が

報が落ちているのに知らない事に気づいた。

いかわからない事がある人は話を聞くだけでも、見えるものがあると

生活している中に落ちているのに気づかなかった自分がいた事も

思うし、モノポリーを通して自分の位置を知る事ができると思う。

わかり、次の行動をどうするべきかを感じ取ることができた。
109

濱口 魁希

モノポリーを通じてファイナンスについて学ぶことができて非常

マクロな視点で捉えて、実際に手を動かしながらゲームを通

に有益な時間を過ごすことができました！ありがとうございま

じて経営を少し身近に感じることができてよかったです！

とりあえず興味を持って参加してもらうと良いと思います。

☆☆☆☆☆

色々考えてゲームに挑むといいなと思います笑

☆☆☆☆☆

一回してみたらいいと思います。

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

す。
110

新谷 優希

モノポリーでPL BS 損益分岐点などの話が出てくると思わなかっ

全体感を見ること、ゴール設定をすること、判断軸を持つこ

たです。選択と集中ってよく言うけど、こういうことかと思いま

との大切さを学びました。ファイナンスの知識が必要だなと

した。何事も、やり方知らなくて思いつきで行くと失敗するな

思いました。やりたいことをただやるんじゃなくて、身の丈

と思いました。

にあっているかどうか、やれるかどうかの観点が抜けてまし
た。

111

中津留 宙

身の丈を知らないで経営しようとしてしまっていた。

自分の普段の考え方がそのまま出てしまっていると思いまし
た。

112

大森 一輝

ただ単にモノポリーをするのではなく、モノポリーから学べる

ファイナンスの重要性、また長期的目線が自身に圧倒的に欠

遊びではなく、自分の力を試す意気込みで取り組むと良いのかなと思

ことを事前に説明して頂けたので、短い時間で復習までをするこ

けていることに気づくことが出来ました。

います。 事前のマインドセットの有無により学べることの質に違いが

とが出来ました。 インプットした内容をバーチャルではあるも

でてきます。

のの実践に近い形で体験することができ、非常に学びの多い時
間となりました。 ありがとうございました！
113

鈴木 皓一朗

次はビジョンの設定をする

ファイナンスの未熟さ

期待以上に良い時間ですよ！

☆☆☆☆☆

114

駒 侑弥

自分が自分の夢に向かうのにどー動いたらいいか、参加してみま

今日のモノポリーをして、何もゴール設定をせずに、してい

周りで将来のことで、困っている人が多いので、教えてあげたいで

☆☆☆☆☆

した。

くと、悲惨な結果になるということを学びました。このモノ

す。

ポリーですべてを見透かされてて、すごいと思いました。
115

井上 大誠

考え方の違いに衝撃を受けました。これからもたくさん学びた

ゴール設定がどれだけ大事かということを実感しました。

117

兵頭 和昌

篠原 七子

☆☆☆☆☆

思います！

いなと思いました。
116

今までの考え方が良い意味で壊されます。必ず良いものが得られると

経営の考え方をゲーム感覚で学べてとてもわかりやすかったし、

経営の考え方の視点に気づけた。自分の考えがいかに浅いか

自分の視野を広げられると思います。

☆☆☆☆☆

自分の欠点が目に見えてわかった。

に気づけた。

ボードゲームで経営の体験ができておもしろいなと感じました。

ルールを知らないこと、ゴール設定ができていないこと、そ

やってみるのが1番だなと思います。またそこから得たものは忘れな

☆☆☆☆☆

のためになにをすべきかもわからないこと、など、すべて今

いようにしたいと私は思います。

の自分の状態に面白いくらい当てはまりました。必要とされ
る思考法が同じなのだなと知れました。
118

園山 純平

現実の世界での行動特性をあてられて衝撃でした。社会で生き抜

目的意識が低すぎる。そして仮にあったとしてもなんとなく

いい意味での焦りを感じます。ぜひ参加して現実世界と比較しながら

くためにはビジョン、そしてそれを達成するための手段をしっか

行動していることが多いと気づいた。

時間を過ごしてほしい。

自分のありのままの姿がゲームの上に写し出されていて、予想以

自分の中にあるビジョンだとか、やりたいことが全く見えて

良くも悪くも自分のありのままの姿が浮き彫りになると思いますが、

上に酷い結果で驚いた。

いなかったんだと感じた。その上でこれからの自分の身の振

楽しんで臨んでください。

☆☆☆☆☆

り考えなければならないと感じました。
119

南 龍太郎

☆☆☆☆☆

り方のヒントになった。
120

藤田 潤哉

悔しかったけど、すごく考えさせられるワークだった

学んだ簿記などの知識も実践していかないと身になっていか

何回やっても価値のあるものです

☆☆☆☆☆

モノポリーをやって自分のいまの弱みに気づいた！

絶対一度やってみるべきです！ 人生変わります！

☆☆☆☆☆

今の自分がもろにでたと実感した。無力さを気づいた

経験しとくべき。いやしないといけない！

☆☆☆☆☆

これからの中期的なビジョンと短期的なビジョンを設定をし

純粋に素直に取り組んで衝撃を受けてください。

☆☆☆☆☆

ないこと、人生や経営に関して全体像を見渡す必要性
121

永田 京香

自分自身これから知識をつけなければいけないことがわかった
のでこれから本気で自分の人生を変えていきたいと思った！ と
てもいい勉強会でした！！

122

川上 智也

ボコボコにされたのでいつかやり返したい!!!でも今このモノポリ
ーをやれてよかったです！

123

福井 拓矢

衝撃を受けました。

っかり頑張ります。成長します。
124

松田 静吾

新しいことだらけで、頭がいっぱいいっぱいであった。

社会の理解が小さすぎた。

１つ核となるものをもっとくべき。

☆☆☆☆

125

越智 法之

自分の現状を把握できたのでよかった。しかし、現状把握できた

自分の環境がまだ甘く、これから学生ではなくなったときに

自分の現状に満足しないでほしい。

☆☆☆☆☆

だけで、目標をどう設定すべきかがまだわかっていないと思う。

何も残らないと気づいた。

バイト断って来てよかったです！

ゴール設定がこれまでの人生甘かったということに気づきま

怪しくないです！何が必要なのかっていうのがある程度見えてくるよ

☆☆☆☆☆

した。

うになると思います！

自分自身が経営についての知識が低いことは分かっていたので、

自身の知識レベルについてはもちろんのこと、そらに対する

自分自身が何かしたいけどどう見つければいいのか？何が足りないの

そこについてのベースの考え方や、漠然としたものではなくて何

アプローチや必要なスピード感が分かった。

か？はっきりして行動し始めたいという形は是非！

自分自身の考えの甘さ、周りの行動で自分の行動を取っている事

自分自身は行動に意図やロジックがあったとしてもそれが途

自分自身しっかりとモノポリーでの目標を明確にしてから交渉などを

も多く、自分自身このまま人生を歩んだら危ないなってことを実

中でぶれ始めて悪い結果を生んでしまっていることを理解し

行うべきです！

感しました。

ました。

ただのボードゲームに見えて、普段の自分の思考性や強み弱みが

これから資本主義社会の中で生きていくで、ファイナンスビ

志ある学生はぜひ参加するべきだと思います。学校では教えてくれな

現れていて面白かった。

ジョンの視点が欠如している。あと1年半の大学生活の使い

いことが学べる！

126

127

原 魁杜

中西 梓

☆☆☆☆☆

が分かっていないのか？が明らかになった事が良かった。今後の
行動指針が立てやすくなった。
128

129

三宅 悠生

中島 都子

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

方を迷っているがもっと理念ビジョンの部分を固める必要が
ある。
130

岡田 才我

モノポリーをやることで経営の仕組みを知れたのでよかったで

自分の他人によって影響される性格がよく分かった。

モノポリーをして現状を知ってください。

☆☆☆☆☆

自分がビジネスについて無知だったこと。自分には理念がま

モノポリーの講座を通して新しい気づきなどはありますが、アウトプ

☆☆☆☆☆

だなかったので、交渉する時に何を考えるべきか分からなか

ットをすることを忘れずにして下さい。

す。
131

赤松 魁

ファイナンス、マーケティングなどについて知るため。

った。
132

坂本 涼

初めは何か分からなかったが、福永さんの話を聞いていて引き込

見切り発車では事業は成功しないなと感じました。緻密な計

まれる。

画があって、成功があるというのをマジマジ感じました。

7

現状の自分で挑んでください、そして自分の弱さを知ってください。

☆☆☆☆☆

名前
133

田代 凪沙

参加した感想

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

全くわけがわからず戦略をも何も立てられなかった。目の前の自

夢を考えるときに必ずこのお金の概念が必要だと思いまし

資本主義社会の中のお金の使い方を知れる最強の機会だと思います。

分が持っているお金のの量にしかフォーカスがなく、運用して増

た。自分の相手の持っている資産に対す相対的な価値を知る

楽しんでください。

やす。という概念がなかったことに気づいた。自分にお金の運用

こと。そして相手のニーズを知ることで初めてお互いが得を

の概念が全く無いことに気づきました。衝撃的でした

する取引ができることをしりました。また、その上で自分の

星5段階
☆☆☆☆☆

戦略を明確に緻密に立てることで迷わずそれを達成する方法
を考えれることを知りました。
134

伊藤 紗津樹

自分が計画性がなかったことに危機感を感じていなかったけ

最初に緻密な計画を立てる重要性。経営の基礎を理解してお

弱点を特定されます。経験することで、自分の弱点の恐ろしさを認識

ど、計画がないこと、経営を知らないことでやっと見つけた自

くことの重要性。あらゆる可能性を瞬時に考えること。成功

し、解決しないといけないという思いが芽生えました、、

分の叶えたいことを叶えられないことがわかった。やる気がなか

に必要なボトルネックの特定を瞬時に行うこと。

☆☆☆☆☆

ったけど早速計画を立てることに時間を使おうと思いました。
135

アントニアンズ 大我

コテンパンにされて、自分の無知さをとても悔しく思いました。

自分の無知さ、今の現状、課題がモノポリーで明確になりま

すごくためになります。ただ行動してるだけじゃ意味がないというの

これからがんばろう、って思いました。

した。圧倒的に知識が足りないという現状に気づくことがで

が身をもって感じられると思います。

☆☆☆☆☆

きてよかったです。
136

137

松本 知也

杉本 菜月

凄くためになりました。

明確なゴールを設定することの大切さ、情報の差が人生を変

実際にこれほど体感出来ることは、人生でなかったので、色々吸収し

えること

てほしいです。

自分の弱みがはっきりゲームの結果にでていて、現実の人生でも

最終的な目的である独占に対しての戦略に欠陥があった。も

自分で弱みがわかっているつもりでも、全体像が見えておらずその弱

何が足りないのか実感する機会になった。

っと数字に対する意識を高め、知識、土台を作れば、目的に

みの原因は何なのかがわかりにくい。モノポリーのようなゲームで現

対するプロセス、戦略を導き出せるようになる気がする。

実の縮図をみることで自分で見えてなかったもっと大きな部分が見え

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

てくると思います。
138

橋詰 幸輝

経営の難しさを身をもって感じた

ゴール設定の決定が最も重要であるということ

自分が何をしたいのかを明確にすること

☆☆☆☆☆

139

竹内 遼介

分かりやすくかつ楽しかったです。自分とその状況を言い当てら

ゲームも経営も人生も目的を持って行動しないといけないと

落ち着いて、楽しんで！！

☆☆☆☆☆

れた気分で頑張りたい、追いつきたいと思いました！

思いました。
経営学部でのインプットを実際に使うことができていない事

学ぶことが多いので、メモ、復習が必須だと思います。

☆☆☆☆☆

最初はありのままで参加すると学びが多いかと思います。

☆☆☆☆☆

ゲームだと思って取り組むとぼこぼこにやられます

☆☆☆☆☆

140

目野 陵成

学ぶことが多くためになりました。

141

小池 雄悟

今の自分を映し出している気がしました。ゴールを定めず、目先

自分の甘さ。ただ、知識や経験を積んで、いずれは自分で経

のことだけで判断してしまった。ソーシャルビジョンとファイナ

営はしたいと思いました。

を実感した。

ンシャルビジョンを意識するのは簡単なことではないと思いまし
た。
142

下釜 翔太

すごく面白かったです！正直たかがゲームだと思っていました

戦略、マーケティング、PR、ファイナンスの重要性をひしひ

が、すごく深かったです。いつかリベンジしたいです！

しと感じました。また、自分にその知識が無いことも気付き
ました。

143

吉田 凪紗

弱みを知れてよかったです。

自分は何にも知識がない！

参加してみると得られるものは大きいと思います。

☆☆☆☆

144

小池 章太

モノポリーで経営を観点を学べるのは凄いなと思いました。

経営のインプットしても、日頃アウトプットする機会が無い

経営の視座をアウトプットしながら勉強できるので、これは覚えられ

☆☆☆☆☆

ことを痛感しました。

ると思いました。

145

東陸

目から鱗でした。自身の将来するだろう仕事を決める軸が出来

目的がはっきりしないとどんな目的も達成できないと感じま

負ける覚悟で望んだほうがいいと思います

☆☆☆☆

たような気がします。

した

この場に来ないと知らないことだらけでした。経営という奥深

言葉の意味が分かっていても、それを実際に行えていない。

この経験をしてる人の方が人生プラスになる。

☆☆☆☆☆

さを知ることができ、実際にモノポリーを体験し何が大切なの

この話を聞けていないと、人生損すると思う。

何も飾らずに今の自分の全力を出して欲しい。

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

146

村山 貴志

かを知ることができた。
147

金丸 隼平

純粋に今まで関わってこなかった情報を知れた。ファイナンスや

自分の性格がそのままゲームに出ててこと。経営の在り方が

PRやマーケティングや経営戦略など今まで経営者の方々と話し

資産を継続させる事。目の前の利益に目がいっていた事。学

て方がその部分を見た事がなかったので知れて本当に良かった。

生には時間があると知っていたがどこに投資すればいいかが
わかった。モノポリーをやってみて今の自分の現状を知れ
た。

148

岡本 泰典

普段の自分の姿勢が、ビジネスに反映されるとこんなにもボロ

常に物事を狭く見るのではなく、広く見る事が大切であると

自分では、認めたく無い事実もゲーム１つで見極める事が出来るの

ボロなんだなと目に見えて実感し正直落胆の色を隠せないです。

改めて感じた。また、直近の目標に目を向けすぎて、未来へ

で、とても有意義なモノだと思う。

しかし、目に見えるという事は、改善する事が出来るという事な

のビジョンの実現が薄れていた。

のでとても良い時間だった。
149

渡邊 健一郎

PL書など書いてきたが、それらの本当の意味を学べたり、他に

経営の奥の深さを感じられました。

もいろいろ気付かされることが多く、楽しかったです。

わからないうちにどんどん進んで行きますが、きちんとフィードバッ

☆☆☆☆

クを受けると、気づかされることがあるので、存分にやられてくださ
い

150

横山 睦

久しぶりに悔しい思いをしました。

自分がどれだけ小さい世界で粋がっているかがわかりまし

一回ボコボコにされましょう！

☆☆☆☆☆

た。それと自分考えが浅すぎるのを痛感しました。
151

高木 將希

今後の人生計画を考えてやらなければならないなと思いました。

最終ゴール構築の大切さ。

これから何をすべきかの選択肢が増えます！

☆☆☆☆

152

中村 建二郎

面白そうやと興味本意で来たけれど、本当に学びがありまし

財政感覚を身につけると言う事の必要性を実感した。何をや

モノポリー楽しんでください！

☆☆☆☆

た。かなり学びがあって良かったです。

るべき何をやらないべきかを考えたいと思った。

153

中尾 喬弥

今後の自分の生き方を決める為に必要な考え方があった。

自分の弱さに気づいた

1度参加してみて下さい！！！

☆☆☆☆☆

154

井手 駿輔

代表の経歴やモノポリーを通して貴重な話を聞くことができて有

モノポリーを通して自分が経営する上での弱点を見つけられ

起業体験できる機会はなかなかないので是非参加をおすすめします。

☆☆☆☆☆

意義であった

てためになった

自分が逃げてきたこと、苦手なことに気付くきっかけになりま

私はインプットの量がたりないこと。想像以上にビジネスス

自分には何が足りないかを知れるいい機会だとおもいます。この機会

☆☆☆☆

した。自分の実力を知り、悔しい思いをしましたが、死ぬ気で

キル、知識がなかったこと。経営者は苦手なことから逃げれ

を活用してスキルアップし、関西を一緒に盛り上げましょう！

努力すると決意しました。

ないこと。

経営を身近に感じたかったため。

4つのスキルを身につけることの必要性を感じました。

155

156

河端 菜摘

川崎 航

自分の特徴が分かったり、何が自分に必要なのかが分かるため、一度

☆☆☆☆☆

体験してほしい。
157

158

長 拓海

天野 航生

祐作さんから話聞いて全部が勉強になったんですけど聞いてるう

まだまだ努力不足と行動力の無さ、無計画、ビジョンが曖昧

参加すると得るものがすごいあるので やりたいこととかなくても参

ちにワクワクしてる自分がいて 毎日経営の話ができる環境にし

だなと色々気づくものがありました。 全体像を見るいろんな

加した方がいいと思います

ないと夢に近づけないなと実感しました また祐作に教えてもら

角度からの視点が大事で見えていないその本質的な所を見る

いたいと思いました！

能力が大切なんだなと気づかされました

普段触れ合うことのない経済・経営的な経験をできて、良かっ

今のことしか考えてなかった。先の利益を考える思考がなか

た。今の手持ちのお金を増やすことしか考えていないのがわかっ

った。

たことが、自分にとって良い経験でした。

8

自分の性格であったり、弱点を知れる良い機会になると思う。

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

名前
159

林田 昂大

参加した感想

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

2,3ヶ月前の学びの機会に、無理してでも飛び込めなかったこと

自分の将来を描くために、各活動と行動がどの要素にどのウ

自分の弱点と向き合える場だと思います。これからの行動を描くため

に後悔を抱きました。自分の弱点を実践として突きつけられたの

ェイトでかかるかまで考えていなければいけないというこ

にも、ここで向き合おうと思たらいいんじゃないかなあと思います。

で、現実の行動を変えていかなければいけないと思いました。

と。経営を知るということが、自身の未来を描くために必要

星5段階
☆☆☆☆☆

になるということを話で聞いたときよりも感覚として実感で
きました。
160

新谷 瞳子

本当に参加できて良かったです。ゴールから物事を見る重要性に

自分の理念を見つめ直す必要に気づかされました。私は人に

自分の課題とかやりたいことを何となくでも持って参加したら凄くい

気づけました。理念はあっても実現するまでのフローを描かない

影響されやすいので自分の軸とゴールを明確にして伝えられ

いフィードバックがもらえると思います！とにかく衝撃と感動でし

と意味ないなと思いました。また、そのゴールに沿ってない今の

るようになりたい。

た！

損益分岐点ということ、それを考えながら時間を有効に使っ

モノポリーで、ここまでリアルの経営を学べるとは思わなかったの

☆☆☆☆☆

状況は自分にとって良くないと気づいたし、なによりなんとなく
で行動するのは危ないと思いました。
161

弓削 慧

ゴールから考えるということを知れてよかったと思いました。

ていくということ。

で、是非一回やってみてほしいです。

162

前川 泰基

ファイナンスの知識を養って、アウトプットとして存在する自身

ファイナンスの知識が乏しいと感じました。特に、計画性が

ARで学べることは、社会で活用できる知識だと思います。またこれ

の活動に反映させていきたいです。

足りないと感じました。

からの社会において欠かせないロジックだと感じます。

自分のダメなところがモノポリーを通して色濃く出て、それに対

学生の無形資産は時間。時間を投資してそれを有形資産にす

自分が現実世界で課題だと思っていること、自分では分かっていない

する解決策も浮かびあがってきました。僕は特に自分の主観で感

るという考えが入った。交渉は相手いるから通る。

課題が、この「2時間で1回起業体験」に参加することででてきます。

163

北尾 峻一

情を押し込んで交渉を通すタイプで、それが現実でも欠点とし表

それをファシリティの方に教えてもらえ、それに対する解決策も経済

れているところです。それを相手目線に立って、相手の価値はな

という大きい視点から教えてもらえるのでおススメです！！

☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

んなのかを考えていきたいと思いました。
164

竹内 大喜

ゴール設定めっちゃ大事ですね！

ゴール設定めちゃくちゃ大事だと気づきました！

ぜひ、1度体験してみてください！

☆☆☆☆☆

165

木村 光基

ゴール設定を明確にして逆算していくことが大事だと思いまし

ファイナンスビジョンは大切だと感じました。

まずはバーチャルゲームで今の現状を見つめ直せれると思います。

☆☆☆☆☆

モノポリーで体感することで、理解度がかなり上がって、自然と

自分より上の人がいた場合だったり、知らないことがあると

始まる前に五分考える時間を下さいと言うべき。

☆☆☆☆☆

学べることができました。

きなどの、外的要因に対応することができなかった。

世の中の見方が変わった。シンプルにワクワクした。

自分は何も知らないということと、知らないということはか

今まで全く見えていなかったものが見えてくるのでぜひ参加するべ

☆☆☆☆☆

なりのリスクだということ。また、知らない状態で戦う力も

き。

た。
166

重神 咲也

167

神原 良継

必要だということ。
168

前田 椋馬

世の中の動きがゲームの中に集約されていて、かつ自分の性格が

最初の戦略に囚われすぎて、固執しすぎて環境の変化に追い

自分の立場位置が本当の意味で分かる気がします。ビジネス、社会で

選択に現れていて、社会に出た時にヤバイなっていう意識を持て

つけず途中思考停止している自分に気づいた。

何かしらなりたい像があるのであれば、学び、気づきが多いので是非

た
169

大濱 平

今日失敗できてよかったです。悔しいので、自分の目標を実現で

☆☆☆☆☆

参加をお勧めします！
弱いこと

自分の目標がある人は是非参加してほしいと思います

☆☆☆☆☆

自分のやりたいことに対してどうアプローチしていけば良いの

自分の現在地や、稚拙さなどを改めて感じ、やるべきことを

自分の実現したいことを実現させるための一つのきっかけが作れるの

☆☆☆☆☆

か、ということのロジックを学べて、やらなければいけないこと

気づかされました。

ではないかと思います。

きる強さを作ることに焦点を当てて時間を使います
170

外林 樹

ということが少し見えてきました。良い刺激を受けることができ
ました。
171

川上 夏希

自分はまだまだ何も知らないということを痛感させられました。

経営の重要さ。

資本主義社会について楽しく学べます。

☆☆

172

平川 凌

モノポリーからゲーム感覚で学べたのがよかった。

自分の力不足。

思い立ったらすぐ行動する。

☆☆☆

173

高野 智子

ゴールや理念を明確にする大切さをとても感じました。モノポリ

ターゲットと理念を掲げることがまず自分のやるべきことだ

ただ話を聞くだけでは、学べないことが学べると思います。

☆☆☆☆☆

ーをすることで実際に自分の現状を感じました。

と思いました。

楽しく学べた。もっとやり込みたいのと自分がどこがダメだった

自分は選択と集中がなってなかった。赤色を売るか迷った。

自分がわかるいい機会です。

☆☆☆☆☆

かが分かったので改善して次のゲームに活かしたい。

けれど、ゲームがどんどん流れていって捨てれないなと思っ

頑張ってください

☆☆☆☆

☆☆☆☆

174

林 幹晟

てしまった。難しかったです。しかし、心理テスト並みに自
分がこんな性格していると思ったので改善すべきとかが分か
って非常によかったです。これからの自分がどうあるべきか
考えていきたいです。
175

176

177

178

久代 有沙

岡本 卓也

岡田 のどか

真子 尚斗

人生楽観的に考えていたけど、もっとシビアに現実を見なければ

経験こそが大事。失敗をしようが成功しようが。と思ってい

いけないのだと感じました。

たので、危ない考えでもあるのだなと感じました。

理念の話から始まり、資本主義の構造や利益を上げる要素、そし

自分が物事を考える際に、マクロな視点で見ているつもりで

3時間の中で新たな発見が何かしらあると思います。それを生かすも

てモノポリーを使用しての擬似的な実践まで、密度の濃い3時間

も、その見方が間違っていたり、そもそもマクロだと思って

殺すもその人次第ですが、とりあえず生かすか殺すかの段階まで進む

でした。

いた視点が狭かったことを再認識しました。

ことも大事だと思います。ぜひ有意義な時間を送って下さい。

めちゃくちゃいろんなことを考える必要があったので、難しかっ

ビジョンを追い求め過ぎてファイナンスが出来てなかったで

初めにぼこぼこにされてても皆初めはそうだと思うので、頑張りまし

たです。

す。

ょう！

一言で言うと楽しみながら学ぶことができた。経営について触れ

初めてモノポリーを体験して、これがバーチャルではなく現

経営とかに悩みを持っている人はぜひ参加するべきだと感じました。

☆☆☆☆☆

たことがなかったので初めて肌で触れて衝撃的だった。

実だと考えると自分の思考力、知識、全てにおいて甘いと感

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆

じることができた。
179

180

徳永 健

佐藤 誠彦

やりたいことを実現する上で、経営を学ぶことの重要性を身み染

たくさん気付くことはありましたが、自分は、考えながら動

たくさん気付くことはありましたが、自分は、考えながら動くのが苦

みて感じることができました。

くのが苦手だということが分かりました。それを改善するた

手だということが分かりました。それを改善するためにはどのように

めにはどのようにすればよいのか考えたいと思います。

すればよいのか考えたいと思います。

やってるだけじゃなくて何か目標を持ってやらないといけな

絶対に行くべきです。

☆☆☆☆☆

今の生き方見直せるのでぜひ

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

今まで参加して出会ってきた人の中で1番素晴らしかったです。

いと感じた。
181

壷井 加菜

最初は、誰だこの方は！と、いう衝撃を福永さんに受けたんです

まずは、ビジネスに関して知識がない。ビジョンを形成する

が、お話を聞いてジワジワと興味が得られ、最後はもっと！話し

のは割と得意だと思っていたが、半ば理想論でしかないの

聞きたいってなりました。

で、ご指摘頂いた無形商材の時間を理想のビジョンズに向け
てマイル立てて実行しないといけないな、

182

183

原田 大吾

指宿 優太

自分の知ってそうで気づいていないことに気付くことができた。

知らないことが大きな損失になると感じた。ゴールを設定し

自分の盲点に気付くきっかけになる。経営者にならなくても社会人と

今後生きていくうえで必要な思考だと感じた。今日気付けたこと

てビジョンを数値にして根拠を持った行動していくことが大

して生きていくうえで必要なことが学べる。

をプラスに考えて自分の理念を明確にしていきたい。

事と感じた。

自分はやりたいことがある、やれると思っていたけれど、それを

資本主義社会の深さ、自分のやりたいことを実現する為にど

自分は何をすればいいか、どうしたいか、終わってすぐ考えたいとい

もう1度考える必要があるなと感じた。まずそもそも僕はビジネ

うすればいいか考える必要性。

う気持ちになります。

スをするということを知らないし、今から絶対社会人になるまで
に知る必要があると感じました。

9

☆☆☆☆☆

名前
184

185

186

冨田 有登里

藤田 成輝

福野 藝

参加した感想

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

これまでゴールにばかり目を向けていた自分に危機感を感じまし

ビジネスを学んでいないと、社会に出ても落ちぶれること。

社会に出る前に、必ず受けてそんはないと思います！自分の人生設計

た。この時点でそのことに気がつけたのは本当に良かった。

ゴールではなく、プロセスに目を向けること。

そのものを覆されました！

今まで勉強をしてきて知識があったので、負けない経営を出来る

ゴール設計を明確にしていないとどこに辿り着いて良いのか

たかがゲームだと思わないでください。現実世界と同じくらい再現性

と思っていましたが、大敗しました。インプット・アウトプット

が分からず、手探り状態で進んでしまうので負けてしまっ

があるゲームだと思います。現実世界で勝つ人が勝つし、負ける人は

の回転が、出来ておらず頭でっかちになっていたこととゴール設

た。ゲームについて無知なままスタートすることの危険性を

このゲームでも負けます。ただ、負けた時に何を感じて考えて行動に

計が出来ていなかったことと無知なままゲームを開始したことが

体験することができた。見てルールを覚えようとしても無理

移すかは貴方次第です。

大敗の原因だと思いました。

だったので、素直に教えを乞うほうが良かった。

ゲームで良かったと思いました。2回目のモノポリーで1回目よ

自分が目先の利益に飛びついてしまうこと。もっと原因の追

ゲームに自分がそのまま出るので自分の悪いところがよく分かりま

りはましな結果になると思ってましたが1回目よりひどくなり、

究をしておけば良かったと思いました。ゲームで良かったで

す。1回ボコボコにされてほしい。

このままだとやばいと思いました。40歳でこれって思ったら怖

す。

星5段階
☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

かったです。
187

188

早川 奨二

吉田 梅乃

初めて経営の内容の話を聴いて、自分が今まで勉強してこなかっ

自分がこれから経営する立ち場になって、知っていないとま

本当に経営者になりたい人は聴くことをオススメします。

☆☆☆☆☆

た分野の話を聴くことができて勉強になった。

ずいことが多くあり、知識を深めなければと思った

自分のゴールもふわふわしていれば、ビジョンもないなと。この

ふわふわ先ばかりみてても、先も固まらないし、まずはちょ

今いろいろもやもやしてどう歩んでいけばいいのかわからないとき何

☆☆☆☆

ままじゃ自分は何者にもなれないと危機感を感じた。まずは2ｋ

っと前を見ること、無形資産をためることが必要だと気づけ

かヒントが得られると思います。

ｍ先の人を見つけることからやっていこって、それが今必要だと

た。

強く感じた。
189

笹木 珠代

ありがとうございました！焦りました。

自分が弱みさえ認識してないことを知りました。

社会のえぐさを知りました。

☆☆☆☆☆

190

矢崎 光史朗

知らないことがリスクっていうのを前の人生設計の時にも聞いて

大学生はお金がたくさんあるわけじゃないし人脈が広いわけ

自分の現在地を知ることができるし、社会のこともモノポリーでわか

☆☆☆☆

いたけど、今日モノポリーをして知らないことのリスク、怖さを

では無いけどその分時間があって無形資産をつくることがで

ることができるのでいい経験が出来ると思う。

体験することができました。

きるのが強みだと思った。

191

野中 美優

改めてゴール設定が大事だと思いました。

自分のゴールからの逆算が甘いことに気づきました。

経営について考えさせられるきっかけになります！

☆☆☆☆

192

田村 未来

今置かれている現状にこれまでは満足していましたが、今回お話

ぼんやりとしかゴール設定ができていなかったのですが、し

何をしたらいいのか分からない、したいことはあるけどどうしたらい

☆☆☆☆☆

を聞かせていただいて満足してはいけないしもっと行動していか

っかりとゴールを設計しそれに向かって考えていかないとい

いか分からない方は行くべきだと思いました。

ないといけないと思いこれから改めていこう

けないと思いました。

やりたい事はあったけど、それを実現させるためのお金の話やそ

目的を明確にして、身の丈にあったビジネスをして行くこと

の運用などをモノポリーを通して学ぶことができてとても楽しか

が必要だと思った。でかいものにすぐに飛びつかずに状況を

193

戸田 智

った

アクション起こして行動したい人ならとても学びがあると思います。

☆☆☆☆☆

把握する必要があると思いました。

194

尾方 修治

学びが多かった。自分の未熟さを知らされた。

明確な目標をもつことの重要性。環境の大切さ。

情報量が多いので、理解するのを頑張ってください。

☆☆☆☆☆

195

松山 英照

自分の将来の目標や目的が明確にできてなく、まず最初に決め

自分が現時点で開業となるととてもヤバイことに気づきまし

経営の大切さや目標設定をする理由がわかります！

☆☆☆☆☆

ないといけないことがわかって良かったです。

た。

今自分がしていることへの的確すぎるアドバイスになりました。

ゴール設定の大事さを気づいた

知らないことがいかに自分への不利益になるかを知れます。参加しな

☆☆☆☆☆

196

掘井 彰吾

いと損です。
197

横山 友希

早くゴール設定を明確かさせ、無形資産を高めていかないと負け

知らないことは現実世界で置き換えたらほんとに人生が終わ

てしまうと感じた。

ってしまうと気づいた。

自分の現状と現実のギャップを知るきっかけになる。

☆☆☆☆☆

198

曽浩

楽しくて、とても勉強になりました

いまの自分の現在地

とても勉強になるのでぜひ参加してみてください！

☆☆☆☆☆

199

嶋村 育海

起業、就職関係なく必要なマインドや事業計画力を学べる

理念という原点に立ち返って考える大事さ

参加すれば今後のあなたの行動の指針が見つけられると思います

☆☆☆☆☆

200

八木澤 雄一

知識の部分も良かったが、これから自分が何をして行くべきかが

自分にはまだまだ知ることが多いこと

全力でぶつかってください

☆☆☆☆

基礎知識のなさを痛感した。モノポリーをする中で、資産運

自分の目標が定まっていない人、経営に興味があるが、方法がわから

☆☆☆☆☆

用の重要性に気づいた。

ない人などに特におすすめです！

人生設計についてなど、事業作りだけでなく自分に落としたワー

選択と集中という考え方を人生に適応する必要性。事業と人

僕は1dayのビジコンに参加したのは初めてですが、とても濃いビジコ

クがあり、事業と自分をつなげることができてとてもいい経験に

生は似ているということ。

ンになりました。メンターの方が、アクションプランまで詳細にFBし

見えてくるきっかけになって良かった
201

202

大津 里駆

尾崎 大輔

今まで考えていなかったことを知ることができました。

なりました。

☆☆☆☆☆

てくれるので、単なるビジコンとしてではなく、人生のターニングポ
イントともなりえるイベントでもあると思うので、ぜひ参加してみて
ください！

203

204

大榎 航矢

毛塚 勇樹

消化不良になりそうなくらいいろいろ知ることができた。

普通に生活していたらモノポリーの様に負ける人になってし

社会の仕組みを知ることは働くことにおいて非常に大事だと思いま

☆☆☆☆☆

まうなと感じた。

す。

ビジョンを見つけるためにやりたい事＝好きなことではなく、や

僕は無形資産(スキル)の部分を学ぶ事から始めるべきだと感

自分の未熟さをよく実感できると思う。是非1度参加して自分の立ち

りたい事＝与えること。実際に与えてみないと分からないという

じた。

位置を理解するといいと思う。

自分は何も知らないということ。経営が人生に影響するとい

知らないことをされることができる。是非参加すべき。

☆☆☆☆☆

資産についての話がきいてすごく腑に落ちた。

遊びの時間削ってでも来たほうがいい笑

☆☆☆☆☆

経営の知識が全くない状態で参加しましたが、先人の経験や知

具体的にゴールを決めて努力することとそのために視座を高

ついていますね！わたしは運も実力の一部ではあると思っています！

☆☆☆☆☆

恵をものすごくわかりやすく楽しい形で学び、危機感を得ること

くする、ところまで辿り着くのに焦ってきょろきょろしてい

お互い謙虚に頑張りましょうね！

ができたのがとてもよかったです。

たらいつまでも次に進めないなあと思いました。

モノポリーという視覚的にわかることで説明していただけたので

有形のものにばかり囚われていた自分がいてそうではなくて

経営や経済に関する知識が無くても具体例の多い説明とゲームでの実

本質のようなものが何か、今するべきことは何か考えるきっかけ

無形のものをまずは増やしていくことが大切だとわかった。

践で感覚的に経営や社会の仕組みについて学べると思います！

自分の苦手としている部分が分かり、また無形資産の重要さ

自分という人間をより知ることが出来ると思います。自分の軸があや

に改めて気づきました。アウトプットとインプット両方をす

ふやな人には向いていると思います。

☆☆☆☆☆

所に衝撃があった。今まで結局やりたい事ばかりを考えていたの
で一気に視野が広がった。
205

植田 壮大郎

全然自分は知らないなと思ったのと同時に悔しかった。

うこと
206

葛原 大

藤田じゅんやに紹介してもらいました。本当に来てよかったと思
うと共に、もっと詳しく色々な事を聞きたいと思いました。

207

208

小池 佳菜子

黒川 慎一朗

☆☆☆☆☆

になりました。
209

菱田 愛里

今まで参加してきた勉強会で1番アウトプットされました。

☆☆☆☆☆

ることの必要性を感じました。
210

川端 優典

レベルの高い話を聞けて、凄くいい時間でした。

話の内容などについていけてない自分がいた。自分がいかに

今まで考えたことないようなことを考えることができるいい時間にな

経営のことなどを知らないかを知った。無知すぎる。モノポ

りました。

☆☆☆☆☆

リーをしても、何を基準にしたらいいかもぶれぶれだった。
自分の軸がいかにないかを知ることができた。
211

藤原 圭司

これからどうするかが大事で、アプローチをしっかりしたいと思

これからの環境とアプローチが大事

った。

10

積極的にやるととても楽しいです。

☆☆☆☆☆

名前
212

工藤 柊

参加した感想

参加して気づいた事

これから参加する人へのメッセージ

純粋に、こういう機会があってありがたいと感じました。大学に

「そもそも世界の構造を知らないといけないこと」「現状を

自分もそうですが、今の悩みや、参加の目的を意識しながら出来れば

入って、一年間で色々やったけど結局大きな目的は達成出来てい

知らなければならないこと」など、行動する前提にあるべき

良いと思います。

ないと気付いていたところだったので、この勉強会で多くのこと

土台が軟弱だと気付きました。ありがとうございました。

を学んで、次に何をするかが少しわかった気がします。

11

星5段階
☆☆☆☆

