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真打ちファイナルペーパー真打ちファイナルペーパー 本番本番55分前・脳内シミュレーション分前・脳内シミュレーション

20分：検算プロセス

・経営法務知識要チェック。

40分
①100-140字 現状評価(事業戦略or生産管理)
②150字 問題指摘＋改善提案(150字テンプレ)
③140字 情報項目＋改善提案(6要素テンプレ)
④30-50字 S,W, or OT

△捨て問なし

40分
①60-80字 戦略評価
②60-100字 戦略評価2(サービス、関係性マーケ)
③60-100字 戦略提示 (MM＝ターゲット、誰に何を)
④30字 Sの整理・指摘
⑤100字 新規事業戦略(経営資源列挙＋機会)
△1～2問は時間ショートしてもOK。

40分
①100字20点 現在のS、戦略評価
②100字20-25点 組織・人事・経営管理本命問題
△③100字10点 業界知識問題(後回し)

△第1問・第5問は時間ロストラップアイテムの疑い

■全問・全マスフル埋めにいかない
→冒頭空転削る。最小変化で文末期待効果＋お団子
1個でしっかり加点。
■得点期待値で時間優先配分
・取れる問題→構成しっかり、解釈ストレッチ、丁寧な
抜き・記述
・地雷問題 →さらっと一通り、時間ロス回避最重要

④根拠抜き
＋解答編集

15分：パイプつなぎ
・段落設問ナンバー(設問別OK)
・センテンス設問ナンバー・ラストピース

★150字問題･改善テンプレ
★140字情報6項目テンプレ

15分：パイプつなぎ
・段落設問ナンバー(大問)
・センテンス設問ナンバー(設問別OK、こちらが基本)
・30字抜き、40～60字因果、2切り口、120字コンボ問

15分：パイプつなぎ
・段落設問ナンバー

★根拠レス2段ロケット
・センテンス設問ナンバー、何かに使う
・100字標準、120～150コンボ枠要求要素看破

3   与件設問パイプつなぎ③構成要素

20分：経営分析。分母・分子・結論3段お重10分：経営課題・(社長の思い・依頼内容)→赤マーク
・段落文末・OT・問題点・原因→黄マーク

★2工場比較表
5分：スラッシュナミセン、怪しいワード

10分(経営課題)・社長の思い・依頼内容→赤マーク
・段落文末・強み・経営資源・差別化→黄マーク

★競争・比較表スイッチ
5分 ：スラッシュナミセン、怪しいワードチェック

→後のセンテンス設問ナンバー候補 メモ残す

10分：経営課題・社長の思い・依頼内容赤マーク

5分 ：スラッシュナミセン、怪しいワードチェック

1B 与件赤マーク・黄マーク・設問ナンバー

2A 問題文スラッシュナミセン
(制約2回目＆解釈ストレッチ)

2B 本文順読み、接続詞・形容詞・思い入れワード

②根拠対応づけ

・個別問題論点確認。割当時間決定
・結論、パーツ。後ろからけたぐる

真っ向勝負しない、喧嘩しない。
アツくなったら後回し

10分：弁当箱転記：大問グランドデザインチェック5分 ：横道逸れずにささっと制約転記
★事例Ⅱは時間勝負。寄り道している時間なし

10分：弁当箱制約転記、設問対応・一般知識ネタ用意
★ワケワカンナイスイッチ

1A 字数・点数・解答要求①要求解釈

めざせ短納期・コストダウンで収益性改善！
だから現状志向
経営課題：あからさまに明示
戦略提示：問題点改善や情報活用での全社最適

めざせ売上・顧客数拡大！
だから将来志向
経営課題：暗示。最後に一言キャッチフレーズ
戦略提示：具体的な売り方そのもの

めざせ企業・事業の安定継続成長！
経営戦略だから小難しい
経営課題：明示。でも根拠はどこにいる？
戦略提示：売れるための仕組みづくり

経営課題
(明示or暗示)

■ここも｢強み｣探しが基本だが、｢弱み｣｢OT｣が後の
改善チャンスになることがあるので、要求通りに指摘。
ここも小手試しでわざと要求外の強みダミーを言ってく
るので、制約条件で冷静に撃墜。
■次いで今起きている商売上の変化について相談。
課題or期待効果を的確に指摘。
■いよいよ本題の問題点への助言・解決提案。 ｢何が
問題か｣。技術に強い社長は現状整理がちょっと苦手。
問題点を正しくとらえ、原因DDを経て因果で一気につ
なぐ
■情報視点での業務改善提案も忘れずに。140字6要
素テンプレ。

■強みを探す。相手のとりとめの無い自慢話から｢ここ
が強みですよ｣とスッと差し出すととても喜ぶ。
■業績は好調なので、深刻な経営課題はない。相談
しにきたのは、自分の腹案を持っているが自信がない
から。これも成功・失敗、戦略の妥当性をマーケ知識・
フレームを使って的確に評価すると、｢やるなコイツ｣と
見直す。
■話を聞く気になったので、さらに本題の新規事業に
ついて相談してくる。具体的やり方はあんたが自分で
考えれば良いので、B社の強み列挙＋市場機会＋期
待効果で、具体策はぼかして逃げる。あえてじらす方
がコンサルっぽくて○。

■相手の話の煙に巻かれない。前半分はほとんど現
状ムダ話。解答要求と文末から経営課題を探しにいく。
■解答要求の時点で、事例Ⅰ視点で解答候補作成。
相手のとりとめの無い話から、根拠に気づくHIT率↑
■折角予想しても、それを上回って根拠すら言ってこ
ない恐れ。ぐっとこらえて相手が口にした言葉(根拠)を
つなぎ、組織・人事・経営管理論点に持ち込む。
■｢僕が相談してるのは組織の話だよ、わかってる？｣
要求すら言わないクライアント。にこっと笑って、生産・
マーケっぽい話は受け流す。
■守る・闘わない・こらえる。あくまで相手の解答要求
をつかむ、向き合う、外さない。精神修養。

コンサルタントと
して望ましい対応

・エステサロン ～需要平準化、高価格誘導が課題
・化粧品・雑貨業 ～PB・カウンセリングで大手差別化
・ベビーシッター派遣 ～地域信頼○、英会話進出へ
・焼き立てパン屋 ～焼き立て戦略とポイントカード

・金型製作業 ～技術力強み、グローバル化課題
・商業印刷業 ～利益率低下、企画営業力強化課題
・表面処理業 ～業績絶好調。情報化、環境対応課題
・鋼鉄製構築物 ～売上↓、家庭用事業強化が課題
・包装機械製造 ～売上↑、業務プロセス改善が課題

・温泉旅館 ～強みを損なう2代目戦略
・ホームセンター～品揃え見直しで大手対抗
・テニススクール～強み根拠だらけ。学習塾新規事業
・美容院 ～2号店戦略。移動美容業を発案
・ペットショップ ～品揃えを拡散→集中。会員カード

・食品製造・販売業～売上→、営業利益率↓
・宝飾品販売業 ～従業員満足度↓
・化学品専門商社 ～業績↑事業の新ビジョン策定
・ITベンチャー(Webサービス) ～成長早く、組織不備
・印刷業 ～経営危機、高人件費

その他ありがち
な業種

・経営分析は何か捻ってくるリスク
→2つしか聞かない。総資産利益率ROAなど

・CVP分析 (高固定費型⇔変動費型)
・NPV総合問題
・DCT(リアルオプション)
・企業価値

・製造業ガチ。イメージしやすい業種かどうかは不明
□環境経営なら →自動車業界、ISO14001

＆インテグラル型、情報勝負
□品質管理なら →食品業界、ISO900
□海外2工場なら →金型製造業

・大手に負けないよう、強みで差別化するのはガチ。
□品揃え・ブランドなら →弁当の移動販売
□関係性マーケなら →クリーニング業 (SB)
□サービスマーケなら →飲食店、体験型○○

・何か驚き、予想もつかないような業種
□組織構造なら →半導体商社
□組織行動なら →組織学習(サービス業)
□人的資源管理なら →人材派遣業

ダメもと！
ズバリ業種予想

コーナー

■数字に弱いオヤジ。工場や新店舗の稼動を考える
際、経理部長が今ひとつ頼りにならず、社外コンサル
への経営診断依頼を思い立つ。現状打開に投資・買
収も考えており、良い知恵あれば回りに吹聴したい。
・クライアントなのになぜか印象薄い、可哀想な存在。

■技術系出身の創業社長でちょっと心配性。組織の
成長や経営環境変化に伴い、最近社内がちょっとギク
シャクしているのが悩み。技術の話以外なら、組織・人
事から経営資源配分の話まで何でも聞く覚悟。
・なんとなく大田区の香り。頭上を飛行機が飛び交う

■何かやりたがりのオーナー夫婦(あるいは2代目)
知り合いの伝手を辿ってまで、診断士に何か強みを自
慢したい様子。自分の事業のコンセプトに自信があり、
その強みを伸ばすマーケ戦略に興味ありげ。
・昼下がりの住宅地。スモールビジネスは地域密着

■4事例の中では最も大きい、歴史ある組織。
社長は親会社から転籍した小難しい理屈屋。組織・人
事・人的資源管理などの話を好む上、業界通を標榜し、
やたら業界知識を知っているか試してくる。
・オフィスは新橋・茅場町あたりの古めの自社ビル？

4人の社長は
どんな人？

事例共通
大野・葛山塩谷岩崎 邦彦岩崎 尚人

事例Ⅳ 財務 (稼ぐ)事例Ⅲ 生産 (稼ぐ)事例Ⅱ マーケ (勝負所)事例Ⅰ 組織 (守る)
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事例別処理プロセス事例別処理プロセス ファイナルペーパーファイナルペーパー

①経営分析
②CVP分析、最適セールスミックス、LP？
③DCT、期待値計算と理論(将来情報の入手・・)
④情報系

①環境分析 (与件から忠実に抜き) ＋制約で撃墜
②OT ドメイン・競争戦略
③生産管理上の問題点指摘
④個別課題 (留意点or提示) 
⑤情報・改善提案

①環境分析(複数盛り込み・GW)
②B社事業戦略の評価
③戦略評価2 (サービスマーケor関係性マーケ)
④戦略提示 (ターゲット＋4P)       ○考
⑤新規事業 (経営資源＋事業)    △考

①ヘンな問題
②経営戦略案
③本命組織人事論点、さぁ来い！
④もう一丁組織人事、さぁ来い！ △考
⑤さらに良くするには？新規事業提示 △考

設問パターン
(標準)

□戦略→◎経営レベル(経営資源配分)・管理・作業
□センテンス設問ナンバーがラストピース

■さらっと5分で
□全マス埋め不要。取れる問題に優先時間配分
→解釈・パイプつなぎ。編集前の最終解釈ストレッチ
☆対誤作動 常に妥当な 複数解 (ピンポイント危険！)

□初回解釈も忘れず一通り
■長い設問文から、一般知識で根拠予想ストレッチ
☆まず最初 一般知識で ネタ作り

①要求解釈

■設問ナンバー：段落メイン
センテンス→ピタリ方向性、ラストピース

□経営課題赤マーク根拠→必ずどこかに使う
わかった！時の使いモレ要注意。

☆問題点 原因・因→果で 効果に変わる！

□設問ナンバー：段落→大問単位で大きく広く
センテンス→小問単位OK

根拠は与件にバラマキ･ぶっちゃけ･子供のおもちゃ箱
☆なぜそこに？ 怪しい根拠は 2度使えー

■設問ナンバー：段落メイン
センテンス→ピタリ方向性、ラストピース

□根拠レス2段ロケット作戦(根拠ないぞスイッチ)
1段目：根拠いれば通常処理
2段目：根拠レスなら根拠のなぞり・つなぎで編集

■経営課題・社長の意思・相談内容は赤マーク
■与件・設問共に後ろほど重要。
□設問根拠探しは全問0ベース
□センテンス設問ナンバー ここがラストピース
■モレなくダブリあり(0点回避)

②根拠対応付け

□事例Ⅲ150字タイプ長マス目は3テンプレで処理
①問題点フォーカス＋原因DD＋因→果記述
②情報項目6要素テンプレ
③ ①②以外は現状記述50%

□｢現状の解釈方向性｣｢複数回答の切り口設定｣は作
問者の意図を最優先。
→複数検討比較してから選べばヒット率↑
□第5問 新規事業はマーケっぽいフレームで処理可
☆キタこれだ ナイスアイデア 点こない

■＋α部分と解答構成フレームで経営課題を意識
■20～30字は的確な抜き。など作戦・グルーピングW
■50～80字は抜きに因果を加えて納まり良く。

根拠盛り込むために、など作戦・グルーピングW
スキルを発動。

□事例Ⅱ120字over長マス目は
○2フレーム合体(＝切り分け)
△長文 因→果 (※Ⅲとの違いに注意)

■やめておけ アイデア解答 マス目ロス

□課題抽出手順＝現状とあるべき姿のGAP
□事例Ⅰ150文字は小問2つのミックス問題
□抜き＋経営課題フレーバー(例：ブランド価値↑)
現状：問題点特定と優先度
変化：ごく少なく、ぼかす
今後：解答要求から最重視、経営課題使用

戦略提示：現状SWOT+変化＋期待効果
因果関係：根拠つなぎ 40-50字、120-150字
課題抽出：現状⇔あるべきGAP
助言・アドバイス：何かフレーム用意

☆事故答案 わかる・できるの 思い込み
☆ちょっと待て その解釈は思い込み？

書き出す前に 再ストレッチ

③構成要素

☆長マス目 必ず構成・優先度
☆センテンス 簡潔・短文・言い切りで
☆現状の 根拠でもっと 点伸びる

■忠実抜き＋GW(見かけ上一つ)
□Aであり、Bであったので、Cになった(因果で一つ)

□忠実な抜き。あえて重複、安全運転。
＋怪しい根拠ＨＩＴ力

↑作問者の残した怪しいワード 2回使って＋10点
□記述悩みでの時間ロス注意。悩んでも点変わらず

□忠実抜き・言い換えリスク回避で得点力ＵＰ
■長マス目→最後の1行余裕を持つ(フルに埋めない)

構成・優先度・根拠フォーカス力ＵＰ
□短マス目→優先度ケースbyケース
☆外さない 常に人並み チープに解答
☆独自性 堪えた分だけ スッと○

④根拠抜き
忠実度UPで

得点UP

＋解答編集

□QCD・業務プロセス・全体最適・稼動率□単価↑×客数↑、既存顧客⇔新規顧客、4P2要素解答要求時の切り分け基準
□時系列、階層

テク①

■タイムマネジメント・引き返す勇気
■事例Ⅳ 得意な人ほど 沼の中
■経営分析は定番メニューで料理
■個別問題はタイムマネジメント→時間予実管理
■後ろからけたぐる
□パターン化とチェックリスト
□論点難易度低く、設定の甘さで難易度上げられると
点差つかなくなるピンチ。
→設定の甘さを考慮して本試験に臨む
□問題設定の複数解釈
→特に見直し時。問題文を0ベースで読み直し、複数
可能性を注意・検証。

□問題文グランドデザインに注目
■ C社業務フローの把握(チャート化)
■なぜ？← 工程 →それで？
□2択は所与の与件長め記述から判断
□第1問SWは複数根拠→制約条件で撃墜

■潮干狩り大作戦・比較表スイッチ・など作戦・グルー
ピングワード
■誰に・何を・どうするか

□緊張防止策？というかもう緊張しちゃえー。
□わけわからん・根拠ないぞスイッチ→根拠push
■事例Ⅰ第1問は必ず超難問

始めから 当たると思うな 事例Ⅰ

■タイムマネジメント
1A 10分 字数・点数・解答要求(フレーム・制約)
1B 10分 与件赤マーク・黄マーク・段落設問ナンバー
2A 5分 問題文スラッシュナミセン(解釈ストレッチ)
2B         接続詞・形容詞・思い入れワードチェック
3   15分 設問パイプつなぎ センテンス設問ナンバー
■ 50点取る対応

構成・処理順

★★課題と問題点 ※
～全体最適化によるコストダウン・短納期化
※経営課題＝あるべき姿は明示済

★課題(やや緊急度↓)  ※具体策の提示を要求
～売上・利益の更なる向上
■既存顧客と関係性強化
■差別化・競争優位性
□時制の制約
■戦略提示：具体的な売り方そのもの

★★経営課題※A社方針への留意点・アドバイス要求
～売上・利益率低下への対処
■外部環境変化への対応、経営資源の限界を補う
■組織・人事・経営管理の事例
□評価の仕組み・適正な評価者
■戦略提示：売れるための仕組みづくり

経営課題
方向性制約

☆アドバイス 字数余れば HOW要素

■第3問・第4問は根拠対応付センス(+10点)、閃きセン
ス(+10点)の戦い。合格者になったつもりで頭捻る
☆アドバイス 設問またいで コンボ技
☆複数案 浮かべて与件で 消去法 (一般知識)

■第3問・第4問は人事・組織・管理切り口・ネタで。

☆解釈は 当てに行かない 外さない。根拠ありきpush
☆リード文 与件の中より 根拠あり

ミスは2つまで許容、3回やったら三振OUT！☆勝負ポイント

CAAAB編集記述力
AAAAA因果構成力
AAABB問題指摘力要求スキル

(TACテキスト)

□5分考えて解法浮かばなければ後回し
□NPV算出に必要な項目を予めリスト化
□端数処理は細心の注意
□リアルオプションは必ずNPV≧0
☆柔軟性 出れば出るほど 価値UP

□あちこちで 問題起きたら 優先度
□現状記述・改善策・期待効果のバランス向上↑
■改善策はちょっとぼかす。言いすぎ注意
■改善策見つからなければ問題点を裏返す

■品揃え：拡大したら縮小、ラインとアイテム
■新規事業提案：経営資源アピール+事業名こそ出し

↑解答フレームテンプレは事前に用意
□与件の一言、最後の行のサブタイトル

□組織構造⇔組織行動、
□用語のパターン・定義
■ 10点問題・知識問題後回し(点差つかない)

□注意する接続詞： （ ）書き略字は必ずデビュー
しかし・なお・もっとも・一方・ところで

テク②

★現状把握力(情報把握・情報分析)
→与件文から正しい根拠を抜く

☆分析力

☆問題認識・解決力
→問題点を因果で解決

☆分析能力・分析整理力

☆問題解決力

★創造力・企画提案力

★基本的理解
→知識で根拠予想、切り口・構成フレーム準備

☆分析能力
→問題点特定・指摘

★助言能力
→アドバイス、留意点(組織・人事・経営管理)

×上位20%→○上位50%が作る答案
□高得点、フルマス目、全問正解狙い不要
■取れる取れない＝差がつく・つかないで優先度判断
○取れる＝差がつく問題は時間優遇、きっちり構成

しっかり書く、圧縮盛り込み
△取れない＝差がつかない問題はさらっと処理

要求能力
(出題意図)

AABAAタイムマネジメント

現状把握力
要求解釈力

事例共通

BAAA
BBBAA

大野・葛山塩谷岩崎 邦彦岩崎 尚人
事例Ⅳ 財務 (稼ぐ)事例Ⅲ 生産 (稼ぐ)事例Ⅱ マーケ (勝負所)事例Ⅰ 組織 (守る)

読む
考える
書く

もう知識、処理スキルは十分。やるだけやった。
後は当日ベストを尽くす(ために最終調整)
□伝わる答案を作る(上位50%、人並みチープ)
□80分×4セットを通じ、ミスをしない緊張感維持

当日の3大処理方針

伝わる答案→根拠はチープに忠実に書く
考える
読む

解答要求に応える→経営課題・文末
早く＆正確に→想定して探す

処理処理

処理

★アイデア解答禁止！
★少字数 GWローリスク ⇔フィルタリング精度UP
★長字数 構成要素テンプレから選択

2回使って
+5点
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２次事例対策２次事例対策 事例別要求スキル・処理プロセス対応表事例別要求スキル・処理プロセス対応表

79点/ 67点45点/ 47点
×経営課題の使いモレ(環境 ←どこかに使う割当て動作)
×強みを損なう施策の指摘 ←第1問SWOTリンク
△150字因果タイプ→変に言い換え失点
○構成要素：饒舌な現状↓ 経営課題お団子↑で納まり○
□構成要素セレクト精度。忠実根拠でフル部分点。

62点/ 64点
○根拠抜き＋因→果で60字マス目は満点可能。
××小問設問ナンバーで根拠見過ごし大ミス。
→スキルある分精密な誤答に。深く狭いスッキリ解答要注意
□全問当てにいかず、取れる問題の構成に時間優先配分
■事例Ⅱの設問ナンバーは大問単位。

38点/ 34点
△全体的に一言多い。そこは求められていない。
○姑息なテンプレ使用で部分点拾う対応OK
□解釈しすぎで捻らずに根拠チープに使って部分点フル

<事例7周目>
セルフ模試②
(08二次option)

34点/ 41点
×勝手に根拠レスと思い込み、解釈スキップして根拠push。
結果的に根拠がいたのに変な編集で行ズレ失点
×怪しい根拠を一度使って、二度使わず指摘ズレ
△1問だけ問題点指摘＆根拠抜きで人並み合格点
□根拠レス勝手な決めつけ危険。一度は解釈&根拠探し

<事例6周目>
セルフ模試①
(08最終集中)

■150字マス目で解釈 ■問題点フォーカス15点
■分析ドリルダウン15点

■150字マス目が来たら、与件根拠に○つけて順番につなぐ
□150字マス目3パターン構成要素繰り出し
□根拠つなぎタイプ⇔因果提示タイプの対応切り分け
□初見事例でつい盛り込み→気づくだけマシ
□設問ナンバーM センテンスレベル上級編

□分析フレーム・新規提案で解釈 □解釈10～20点
■与件後ろ読み・構成フレーム・記述テンプレで時間短縮
□2つ要求→構成要素フレームですぐ処理。後は根拠push
□少字数タイプ 根拠フィルタリングで忠実度UP
□長字数 解答編集前に解答要求を再度吟味

■解釈不要(例外あり)                      □組織スイッチ15点
■根拠⇔設問対応づけしたら、さっさと放り込む。
□根拠フォーカス度UP
□わかったと思ったら負け いつも必ず引き分け狙い

対応方針

事例演習 事故リストと修理記録

63点/     点52点/   点
○努力の甲斐あって根拠抜き重視で抜群に得点安定
×150字マス目の構成要素3パターン使い分け新発見
設問ナンバーM ○段落レベル △センテンスレベル

点/     点
○初めて時間内。時間短縮効果大
×まだ慣れないので、一部解釈不足
□事例Ⅱ専用ネタ帳。構成フレーム・記述テンプレ作り

38点/    点
○解釈入れずに根拠push
□根拠行ズレ防止と言い換え減点回避に向け、さらに技磨く。

<事例5周目>

2次オプション

72点/ 51点57点/ 45点
△改善策も与件ワード抜きでHIT率↑可能
○問題点フォーカス＋分析DDメソッド成功。
□与件根拠マーク＋つなぎで構成要素候補↑
□ △狙いエグチメソッドから上積み狙い時のバランス
□問題点フォーカス。絞り込む果断力

36点/ 41点
○解釈方向性、複数解釈Stepを習得
×戦略提示2フレームで時間ロス、判断ミス
×新規事業提示Yes⇔No、で見事に誤爆
□2フレーム解答構成要素ネタのストック・適用
□Yes⇔No問題は一般知識より与件根拠重視。慣れ。

54点/ 35点
○根拠⇔設問ナンバーメソッド使用。時短&HIT率↑
○解釈いれず、根拠HITの部分点
■得点可能性改善余地の確認(教え乞う)

<事例4周目>

最終集中特訓

34点/     点
×問題点指摘大ハズレ
×期待効果のイメージ甘い
■手順見直

39点/    点
○抜き系はOK。
×新規事業提案を解釈スキップ、フレーム不慣れ
■経営資源×市場機会×経営課題で解釈

38点/     点
○根拠拾いに徹して、忠実に書き込み
×解釈不足、方向性違い
■上位得点者との処理手順、差異確認

<事例3周目>
2次公開模試

47点/ 48点26点/ 36点
×抜き系30字を事例Ⅱ風に複数盛り込み、GW。
■与件に忠実な抜きに変更
×160字マス目、まだやり方わかってない。
■江口先生に教え乞う。←処理手順違い。危なかった

問題点フォーカス＋分析DD＋因→果記述で完璧

36点/ 44点
○抜き系はOK。
×新規事業提案のフレーム習得遅れ
■経営資源＋事業フレーム
□ターゲット＋4Pフレーム

40点/ 23点
○激ムズ問題。根拠拾って平均よりクリア
↑解釈入れず、根拠拾いに徹する

<事例2周目>

直前演習⑤～⑧

79点/ 48点35点/ 46点
×160字マス目、やり方わかってない。

60点/   点
○焼きたてパン戦略、方向シンクロ＋根拠で荒稼ぎ
×時間不足、怪しい根拠の使いモレ
□根拠拾い→根拠pushへの修正、使いモレ防止

28点/29点

×組織提示：知識思い込みで突き抜け解答
■知識は予想まで、方向性判断は与件から。

<事例1周目>
直前演習①～④

・妙に大きな減価償却累計額→ボロいから取替投資・2工場：比較表作って全体最適
・情報項目：1回考え、後は一気に抜き・列挙
・問題の原因は前工程
・作業遅れの原因：①計画精度低い ②作業精度低い
・改善はECRSで
・OEMの特徴、GT
・受注生産の課題、取引先依存度、段取り替え
・ISO14001・環境・エコ
・進捗管理・工程管理 ・海外進出時の留意点

・ネット販売・カード発行はもう古臭い
・マーケ戦略：ターゲット＋4P(ターゲットマーケ)
・プロモ戦略：プロモーションMIX、メディアMIX
・POSのソフトメリット
・サービスマーケティングの特徴
・スモールビジネス

・連携・提携(経営資源補完・競争力強化)
・組織形態の○×
・組織文化の○×

・管理制度→PDCA か人的資源管理のどちらか

その他知識

■経営分析が最低クリアレベル
■後は個別問題のノウハウ、読み取り力
→初見対応力(本質的理解)で点差つける

■現状把握力(＋分析力)と改善提案力がテーマ
■全体最適をキーワードに、それらしい根拠を埋め込みなが
ら長いマス目で得手・不得手を明確に切り分け
□要求タイプはバランス良くまんべんなく。

■比較表を使い、差別化指摘。
□多数根拠と競合が存在。現在の戦略を評価させ、その後現
状の根拠(経営資源)を使って新規事業提示させる
□解答2つ要求し、現状分析フレーム能力で点差

■現状把握・事業戦略・・ときて、断りもなく第3・4問で組織の
出題
□留意点タイプへの答え方
□問題要求解釈時点で大勢決める

要求タイプ
(どこで点差をつけるか)

■経営分析力
■意思決定会計スキル
■本質的な理解～初見問題対応力

■現状業務フロー把握＋問題指摘・改善力
↑得点可能性は現状指摘＞改善提案

■長文因果構成スキル ←□もう一段上のレベル

■現状把握＋編集記述力 (少字数複数列挙)
■経営資源＋市場機会 (新規事業提示)
□新規&マーケ戦略構築(ターゲット＋4P)

■要求解釈力 ～俺の話わかる？
■与件への忠誠心 ～俺の話聞いてる？
□組織アドバイス力 ～組織の問題ってわかってる？
×戦略構築力 ～どうだ、すごいだろ！←ムリ

要求スキル
(必要能力は十分か)

大野・葛山岩崎 邦彦岩崎 尚人
事例Ⅳ 財務事例Ⅲ 生産事例Ⅱ マーケ事例Ⅰ 組織

Do my best!
自己ベスト やるだけやって 後悔不要

｢考える｣を

極小化
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講師別講師別 処理プロセスコメント処理プロセスコメント

・事例Ⅳは得意なほど、沼にはまりやすい
■経営分析は自分なりの処理手順固める
■端数処理ミスは15点ロスリスク。絶対避ける。

・2択の条件が多い
→こうすれば成功、こうすれば失敗、まで与件に明示
■第1問は制約条件に従えば必ず取れる
■営業プロセスのムダ・失注

↑これを因→果でつなぐ(ライバルに・・。)
・問題文にグランドデザインあり
□あちこちで問題発生したら優先度で判断
・孫悟空の3匹には序列・優先度あり
■問題点と設問が対応している可能性

・制約甘いので、とりあえず何でも書けちゃう。
・バラけるので点差つく。決め付け避ける我満力勝負
・分析能力の有無を見分ける作問者の優しさ
△わかってるが舌足らずの答案
○わかっていて伝えてくる答案

■与件文の一言最後の一行。サブタイトル探す
→そのテーマを考えさせたいクニヒコ
□結論づけられないことも多い。考えて結論でなけれ
ばファジー解答
□スモールビジネスマーケの立場キープ。経営資源
＝有限が前提
□どのような新規事業？で100字×2
→予め用意したフレームで切り分け・編集

誰に・何を・どのように(←これだー)
※4P切り口依存キケン。多分違う。

・解釈に迷い、半々に分かれるような問題作ってくる
・周囲もみんな迷ってる

□1時間目は必ず緊張走る。30秒目を瞑って周りの雰
囲気を測る。あくまで1/4

×キレイに解答してドミノ倒しリスク
○あえて重複させて安全運転
｢何のためにここにいるの？表現｣
□複数解釈イメトレ～商品特性の観点

△乗客から見た特性
○航空会社から見た特定

■第1問は森を見てから
■第5問の2択は悩んで当然。外した合格者もいるの
で悩みすぎない。○×取るよりも他の大事なもの優先

□ループは時間のムダ
(特にYes⇔Noタイプ)

□どこで引き返すかの勇気・判断
□どうしても迷ったら15秒瞑想
□心の余裕・力まない事前準備
□わからない・悩むことは多数ある
□解釈の幅を広げるイメトレ
□切り口ありきのリスク
→ハマれば点伸びるが、作問意図と違うとドボン
■想定より多いマス目対策に、解答フレームテンプレ
用意

9/28
遠藤先生

■妙に大きな減価償却累計額→ボロいから取替投資
■差額収益・費用⇔CFのNPV、要求はどちら？
□NPVの算出に必要な情報を予めリスト化

→処理速度UP、ダミーデータ排除

△現場オペレーションの改善
○生産戦略(マネジメント)の改善←最近はこっち
□2工場制
■情報項目：たいしたこと聞いてこないので、情報＆
題意に基づいて列挙しまくる
■150字長マス目は現状根拠で荒稼ぎ。ただしリスク
低減のため改善策向上分のマス目を残す
□ECRSはいつでも役立つ。

■ターゲット＋4P、誰に・何を。どのように
■品揃え：拡充したら縮小
□品揃え：ラインとアイテム
□プロモーション：プロモーション/メディアミックス
■モレなくダブリあり
■加工しすぎ言い換え注意

□用語の定義・範囲
□問題の基本パターンを用意し、差異をチェック
□超難問こそ勝負

■設問要求は前から読んで、後ろから確認。後ろに行
くほど重要
■1回目の与件ダラダラ読みは不要
■ 2解答要求の切り分け
①時系列 ②階層 ③業務プロセス ④一般プロセス

■与件に根拠ないことは書かない方がまし
□1問までなら事故(0点)許容。2事故したらOUT
□要求ごとに処理パタ用意。頭使わずルーティン化
□留意点ラス1は｢施策により強みが損なわれる｣
■改善＝プラス思考で助言。マイナス思考は加点なし

9/27
高久先生

□パターン化とチェックリスト
■経営分析
・パターン処理、ルール化
・3打数2安打狙い。満点狙いの時間ロス注意
・生産性・成長性指定のケース想定→直前に一読

・他社比較なら｢低い｣｢悪い｣
・自社対比なら｢低下｣｢悪化｣
■計算ミス防止・端数処理・検算プロセス
■ NPV計算は最終年度FCFに注意。

■問題点のポイント
→現状根拠指摘と因→果に配点

■顧客支持スイッチ(競合なしで支持あり)
□4根拠で2つ解答
①原則、与件表現で忠実に抜く ○○できる△△力

■戦略提示＝具体的な売り方そのもの
ターゲット＋4P、誰に・何を・どのように

□差別化のポイント
→現状根拠の指摘に配点
・要求2つなら根拠は3つ以上いる。
■比較表スイッチ(競合あり)
□4つの根拠を2つにグルーピング基準
①2＋2グルーピング(言い換え含む)
②確実な1＋その他3    ←場面に応じ使い分け

■新規事業＝経営資源(列挙)＋○○事業
■販促戦略2つ要求タイプ
→テンプレで対応 ①単価↑ 数量↑

②新規＋既存

■10点問題は根拠配点可能性低いので後回し
→ 10点根拠レス＝知識問題の可能性。要求良く読

み直したら、残り5分でささっと知識書く。
焦る周囲に余裕のリード
■戦略提示＝売れるための内的な仕組みづくり
□根拠レスで｢理由｣｢手段｣聞かれたら1次知識で。

→事例Ⅰ超難問タイプに有効

■点数・字数から根拠使用→得点可能性を判断
■根拠を丁寧に使って解答編集。そこが配点対象な
ので言い換え禁物
□今後を聞かれたら期待効果からスタート

トリガーワード｢どのような○○｣
□期待効果3パターン(事例Ⅰ・Ⅲ)
①問題点の解決
②課題の達成
③強みの維持・強化

■問題本文の根拠を解釈せずそのまま使う
①解釈しても当たらない
②解釈しようとすると、時間・バランスを崩す

→それなら根拠を解釈せずそのまま使おうぜ！

9/26
江口先生

・事例Ⅰ～Ⅳをそこそこ取れば合格可能 195点
・50点取るための対応を用意する。
①解答ボリュームの把握(字数・点数・与件文)
②問題要求の把握・解釈
③本文読み取り (根拠⇔設問対応付け)
④解答デザイン(メモ書き)
⑤マス目構成割当て
⑥編集記述
□設問に対する根拠探しは全問0ベースから
■与件根拠をどこかに割り付け。2度漬けOKルール
→行ズレ全滅0点リスク回避
■ 5分前着席後、各事例の処理プロセスを脳内シミュ
レーション
□問題要求に沿った解答
□2次は｢知識(で思い浮かべる)試験｣

要求ワード →分析・構成切り口
与件文 →アンテナワード
根拠⇔設問対応付け
構成要素

事例共通

・ここまで来るとかなり疲れている
・出題によるベストケース⇔ワーストケースの差が大
・一言で言うと｢タイムマネジメント｣。取れる見込みに
対して時間を使う。
■収益性指標は｢大は小を兼ねる｣
□5分使って解法浮かばない問題は一旦捨て。
■超難問は合否無関係なので深追い不要

↑自分に厳しい問題は他人にも厳しい
□経営分析パタ
①売上低下(数量↓単価↓)に対しコスト高止まり
②売上→ コスト↑(原価・人件費・金利←使える！)

■ CF計算書
・CF分析はO＋I＝FCFまでは記述必須
■個別問題
・リバース処理で後ろからけたぐり
・解法イメ→計算イメ→条件探し
・記述問題は(1)が空白でも必ず何か書く。

・課題と問題点 60点
・現状に関する根拠をどう使うか
・対応力で差がつく、全滅リスクあり。
■事例Ⅱ以上に根拠が明示、かつパターン化
①問題点フォーカス
②経営課題・問題の意識
③解答にあたっての条件
④根拠優先

■業務フローは上流に向かって原因ドリルダウン
■あるべき姿は経営課題として明示、思いは暗示
□｢懸念｣｢事態｣はオペレーションでなく経営・マネジメ
ントレベルの問題点。
■箇条書き厳禁！
■多品種小ロット生産の課題と対応
・段取り替え・標準化(マスカスタマイゼーション)・コスト
改善・管理効率改善・データベース化(繰り返し受注生
産)・LT削減・不良品/やり直し削減

・課題(ちょっとウェイト低) 50点目標
・Ⅰよりは簡単、対応しやすい。
・根拠は原則与件文にいる
・根拠の数が多く、散らばっている
・解答要求の数が多く、字数が少ない

■根拠を可能な限りピックアップ
■要求個数に応じコンパクトにまとめる
■根拠多数なので、過度に｢全部入り｣は不要。
■大手との比較
□コンセプト(ターゲット、こだわり・強み)
■関係性
■マーケティング基本フレームを意識

売上拡大＝単価↑×数量↑
数量↑＝新規顧客獲得＋既存客維持&単価↑

■個別(⇔層別)対応による関係性強化
・顧客ニーズDB化・双方向性・スタッフの育成・LTV・
関連購買・節目需要とDM

・課題 40～50点
・こいつは難しい
・根拠レス・あいまい・類推解答要求
・組織・人事・経営管理の事例
・組織図は過去2回出題(商社・販社)
・事例Ⅰの150字は、2つの問の融合タイプ

■経営課題の認識(明示・暗示・リード文)
□課題抽出の手順

→現状とあるべきのGAPから
■あるべき姿＝経営課題

↑①明示 ②社長の思い・ビジョン ③外部環境変化
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三枝先生

□別紙レジュメ■全体最適化によるCD・短納期化
□業務プロセス改善、ECRS

<知識コーナー>
受注生産の課題、取引先依存度、ISO1400・エコ、段
取り替え、進捗管理、工程管理、海外進出時の留意
点

■既存顧客関係性強化
■差別化・競争優位性
■品揃え
<知識コーナー>
スモールビジネス・ターゲットマーケ・関係性マーケ・
サービスマーケ
情報システム(POS)・FC・商店街

■外部環境変化への対応
■経営戦略・課題、組織戦略
□経営資源の限界を補う
□評価の仕組み・適正な評価者

9/24
高畑先生

大野・葛山岩崎 邦彦岩崎 尚人
事例Ⅳ 財務事例Ⅲ 生産事例Ⅱ マーケ事例Ⅰ 組織

■解答手順チェックポイント
①要求解釈
②与件根拠⇔問題要求・対応づけ
③構成要素
④根拠盛り込み


