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 Course Title

Personal Skills for Project Management 

 Subtitle

  

 Instructor (Institution)

Kazuhisa SUEOKA(Graduate School of Information Science and Technology) 

 Other Instructor (Institution)

Kazuhisa SUEOKA(Graduate School of Information Science and Technology)
Hisato HAMA(Graduate School of Information Science and Technology)
Hiroko NAGAYA(Graduate School of Information Science and Technology)
Tomio AOKI(Graduate School of Information Science and Technology) 

 Course Type   Open To Other Faculties / Schools

 Year 2015  Semester 1st Semester  Course Number 046057 

 Type of Class Lecture  Number of Credits 2  Year of Eligible Students  ～  

 Eligible Department / Class   Other Information  

 Numbering Code   

 Major Category Code  Major Category Title

   

 Level Code  Level

   

 Middle Category Code  Middle Category Title

   

 Small Category Code  Small Category Title

   

 Language Code  Language Type

  

 Key Words         

 Course Objectives         

プロジェクトマネジャーとして，プロジェクトをリードする際に必要とされるリーダーシップについて理解する。ステークホル
ダーやチームメンバーと適切にコミュニケーションを図るために必要となるスキルを取得する。
Gain necessary skills on leadership needed to lead a project and being an effective communicator with various
stakeholders.

 Course Goals         

プロジェクトマネジャーとして，プロジェクトをリードする際に必要とされるリーダーシップについて理解する。ステークホル
ダーやチームメンバーと適切にコミュニケーションを図るために必要となる人間関係スキル（コミュニケーション、リーダー
シップ、チーム・ビルディング、ファシリテーション、コンフリクトマネジメント、プレゼンテーション）を取得して、実践できるよう
になる。
Gain an understandong of skills and comptency required for a project leadre. Gain necessary skills for leading a project
team and being an effective communicator with various stakeholders. The skills including communication, leadership, team
buidding, fachilitation, conflict management and presentation. Gain practical knowledge on interpersonal skills through
hands-on excises .



 Course Schedule         

1,2 プロジェクトにおけるコミュニケーションとステークホルダーマネジメント
Communication & stakeholder management

3, 4 リーダーシップ概論　（リーダーシップの定義とリーダーシップスタイル）
Leadership thory and style

５．６　プロジェクトチーム・ビルディング
Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｔｅａｍ　ｂｕｉｄｉｎｇ　：　ＰＭ　ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｙ，motivation. Human Resources management

7.8 　コンフリクトマネジメントと交渉術
　　Ｃｏｎｆｌｉｃｔ　ｍａｎａｇｅｍｎｅｔ　＆　ｎｅｇａｔｈｉａｔｉｏｎ

9.10 プロジェクトファシリテーションとアジャイル開発手法
　　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｆａｃｉｌｉｔａｉｏｎ　ａｎｄ　Ａｇｉｌｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　

11,12　　グローバルプロジェクトマネジメント　コミュニケーション
　　Ｇｌｏｂａｌ　ｐｒｏｊｅｃｔ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
13.14,15 プレゼンテーション　スキルと技法 & 発表
　　Ｐｒｅｓｅｎｔａｉｏｎ　ｓｋｉｌｌｓ　ａｎｄ　ｔｅｃｎｉｑｕｅｓ　＆　demostration of Presntation

 Homework         

教材
teaching materials
講義資料を配布するとともに適宜参考書を示す。また，ｅラーニング教材が提供されており，それを講義補助資料として閲
覧できる（学生便覧12頁を参照）。
Original materials will be distributed /References will be handed out as needed. E-learning materials are also available
(see page 12 of a handbook for students).

 Grading System         

出席率と，最終回の発表及びレポート作成「プロジェクトマネジャーとして必要なヒューマン・スキルについて」
Evaluation creuterai are by attendance, psentation excise and one page report on “Personal skills for a project
manager”

 Textbooks         

 Reading List         

 Websites         

http://pm.ist.hokudai.ac.jp/

 Website of Laboratory         

 Additional Information         

社会人学生及び通常の授業に出席困難な特別な事情があると指導教員及び科目担当教員が認めた学生については，ｅ
ラーニング教材を学修履歴取得可能な科目として利用できる（学生便覧12頁を参照）。
Part-time students and the students who cannot attend this lecture by any specific situation can utilize e-learning
materials (see page 12 of a handbook for students).

 Update         

2015/03/24 13:39:34



北海道大学シラバス

 科目名

パーソナルスキル特論  

 講義題目

   

 責任教員（所属）

末岡　和久(大学院情報科学研究科)  

 担当教員（所属）

末岡　和久(大学院情報科学研究科)
濱　久人(大学院情報科学研究科)
永谷　裕子(大学院情報科学研究科)
青木　富夫(大学院情報科学研究科)  

 科目種別 情報科学研究科専門科目  他学部履修等の可否

 開講年度 2015  期間 １学期  時間割番号 046057 

 授業形態 講義  単位数 2  対象年次  ～  

 対象学科・クラス   補足事項   

 ナンバリングコード   

 大分類コード  大分類名称

   

 レベルコード  レベル

   

 中分類コード  中分類名称

   

 小分類コード  小分類名称

   

 言語コード  言語

  

 キーワード         

 授業の目標         

プロジェクトマネジャーとして，プロジェクトをリードする際に必要とされるリーダーシップについて理解する。ステークホル
ダーやチームメンバーと適切にコミュニケーションを図るために必要となるスキルを取得する。
Gain necessary skills on leadership needed to lead a project and being an effective communicator with various
stakeholders.

 到達目標         

プロジェクトマネジャーとして，プロジェクトをリードする際に必要とされるリーダーシップについて理解する。ステークホル
ダーやチームメンバーと適切にコミュニケーションを図るために必要となる人間関係スキル（コミュニケーション、リーダー
シップ、チーム・ビルディング、ファシリテーション、コンフリクトマネジメント、プレゼンテーション）を取得して、実践できるよう
になる。
Gain an understandong of skills and comptency required for a project leadre. Gain necessary skills for leading a project
team and being an effective communicator with various stakeholders. The skills including communication, leadership, team
buidding, fachilitation, conflict management and presentation. Gain practical knowledge on interpersonal skills through
hands-on excises .



 授業計画         

1,2 プロジェクトにおけるコミュニケーションとステークホルダーマネジメント
Communication & stakeholder management

3, 4 リーダーシップ概論　（リーダーシップの定義とリーダーシップスタイル）
Leadership thory and style

５．６　プロジェクトチーム・ビルディング
Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｔｅａｍ　ｂｕｉｄｉｎｇ　：　ＰＭ　ｃｏｍｐｅｔｅｎｃｙ，motivation. Human Resources management

7.8 　コンフリクトマネジメントと交渉術
　　Ｃｏｎｆｌｉｃｔ　ｍａｎａｇｅｍｎｅｔ　＆　ｎｅｇａｔｈｉａｔｉｏｎ

9.10 プロジェクトファシリテーションとアジャイル開発手法
　　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｆａｃｉｌｉｔａｉｏｎ　ａｎｄ　Ａｇｉｌｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　

11,12　　グローバルプロジェクトマネジメント　コミュニケーション
　　Ｇｌｏｂａｌ　ｐｒｏｊｅｃｔ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
13.14,15 プレゼンテーション　スキルと技法 & 発表
　　Ｐｒｅｓｅｎｔａｉｏｎ　ｓｋｉｌｌｓ　ａｎｄ　ｔｅｃｎｉｑｕｅｓ　＆　demostration of Presntation

 準備学習(予習・復習)等の内容と分量         

教材
teaching materials
講義資料を配布するとともに適宜参考書を示す。また，ｅラーニング教材が提供されており，それを講義補助資料として閲
覧できる（学生便覧12頁を参照）。
Original materials will be distributed /References will be handed out as needed. E-learning materials are also available
(see page 12 of a handbook for students).

 成績評価の基準と方法         

出席率と，最終回の発表及びレポート作成「プロジェクトマネジャーとして必要なヒューマン・スキルについて」
Evaluation creuterai are by attendance, psentation excise and one page report on “Personal skills for a project
manager”

 テキスト・教科書         

 講義指定図書         

 参照ホームページ         

http://pm.ist.hokudai.ac.jp/

 研究室のホームページ         

 備考         

社会人学生及び通常の授業に出席困難な特別な事情があると指導教員及び科目担当教員が認めた学生については，ｅ
ラーニング教材を学修履歴取得可能な科目として利用できる（学生便覧12頁を参照）。
Part-time students and the students who cannot attend this lecture by any specific situation can utilize e-learning
materials (see page 12 of a handbook for students).

 更新日時         

2015/03/24 13:39:33
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