
 

プロジェクトマネジメント特論 (科目コード subject code：B) 

(Project Management Basis) 
 

種別・単位：講義・２単位（集中講義） Lecture/ 2 credits (1 lecture hour per week) （Intensive course） 
開 講 期：第１学期 First semester 
担 当 者：仲村   薫，   （PMI日本支部） Kaoru Nakamura （PMI Japan） 

泉田 浩二，PMP（PMI日本支部） Koji Izumida, PMP（PMI Japan） 
持田 敏之，PMP（PMI日本支部） Hoshiyuki Mochida PMP（PMI Japan） 
永地 恒一，PMP（PMI日本支部） Koichi Nagachi, PMP（PMI Japan） 
斉藤   学，PMP（PMI日本支部） Manabu Saito, PMP（PMI Japan） 
瀬尾   恵，PMP（PMI日本支部） Megumu Seo, PMP（PMI Japan） 

 
主題と目標 Subject & Objective 
 
プロジェクトの概念を理解し，実社会におけるプロジェクトマネジメントの必要性とその歴史的変遷を理解す

る。研究・教育および実務をプロジェクトとして認識し，計画，実施するための最低限の知識とツールおよび技
法を修得する。 
To understand the concept of the project, the historical changes and the need for real-world project management. Recognize 
practical, education and research as a project, and learn minimum knowledge, the tools and techniques for project planning 
and implementation. 
 
授業計画 （項目，授業実施回数，内容） Lecture Plan 
 

項      目 
Item 

回 
hour 

内       容 
Contents 

プロジェクトマネジ
メント概要 

Overview of Project  

Management 

４ 

実社会，ビジネスにおけるプロジェクトマネジメントの現状／今後のプロジェクトマネジ
メント教育に関する社会的要請・期待／プロジェクトマネジメントの歴史と最新動向／組
織体制とＰＭＯ／組織成熟度とプロジェクトポートフォリオ／企業変革のためのプロジェ
クトマネジメント／プロジェクト・マネジャーの資質 

Practical project management in business 

Learn from history/ Mother organization and PMO/Project Management Maturity/Project portfolio 

management/Transformation project management/Required quality for project managers 

ＰＭＢＯＫ概要 

Overview of PMBOK 
３ 

ＰＭＩ，ＰＭＰの概要／ＰＭＢＯＫの概要／プロジェクトマネジメントシステム（ＰＭＩ
Ｓ）の基本機能 

Overview of PMI,PMP/Overview of PMBOK/The basic features of Project Management 

System(PMIS) 

プロジェクトマネジ
メント計画書の作成 

How to create a 

Project Management 

Plan 

２ 

受講生の研究テーマに即したプロジェクトマネジメント計画書の作成（複数名のグループ
での共同学習） 

Learn how to create a project management plan. (Collaborative learning in a group of several people.) 

ＩＴプロジェクト概
要 

Overview of  

IT Projects 

２ 

ＩＴシステム開発のライフサイクルとプロジェクトマネジメントの関係／プロジェクト・
マネジャーに求められるスキル／ＩＴプロジェクトの特徴や課題 

Relationship between an IT systems development life cycle and project management. 

/Required skills project manager/ Characteristics and challenges of IT projects. 

プロジェクト事例研
究 

Project case study 

２ 

実際のプロジェクト事例を基にプロジェクトの成功要因と失敗要因について学習（複数名
のグループでの共同学習） 

Learn about success factors and failure factors of projects based on real project cases. (Collaborative 

learning in a group of several people.) 

学習のまとめ 

Review of Learning  

 

２ 

講義ポイントの再確認／プロジェクトマネジメントを学ぶことついての振返り（ゲストを
招いての意見交換） 

Reaffirmation of course points/ Reaffirmed the need for learning project management. (Guests invited 

to discussion.) 

 
評価・教材・受講条件等 Evaluation・Materials・Pre-requisites 
 
«評価» 課題（プロジェクトマネジメント計画書・プロジェクト事例研究）の提出を行い，出席状況と合わせて，

学習の達成度を総合的に評価する。 
Evaluation will be carried out by use of your attendance, the submit of the exercises project management plan and 
project case study.  

«教材» 講義用教材：基本テキストは電子媒体にて随時提供する。 
補足教材：プロジェクトマネジメント知識体系（ＰＭＢＯＫ）ガイド 第４版 
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（本便覧12頁を参照）。 
Materials for lectures: provides basic texts in electronic media. Supplemental materials: Project Management  
Body of Knowledge（PMBOK）Guide 4th Edition. E-learning materials can be offered (see page 12). 

«受講条件等» 博士後期課程社会人学生の場合，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
（本便覧12頁を参照）。 
Part-time students in DC can utilize e-learning materials (see page 12). 


