2013
：特定テーマ研究会（Speciﬁc Interest Group）

：公募講演（Call for Presentation）

：参加型講座

：P2M研修部会

：PMBOK®研修部会

パネル ：パネルディスカッション

※両日とも会場はPMAJホームページにてご確認下さい。
（11月上旬掲載予定）

11月21日（木）
午

展示コーナー

午

13：10
14：00

の宝に

マルチディメンジョンキューブに
よるWBS作成実演

イノベーションの方法は学ぶこと
ができる

サンフランシスコ交響楽団にお
ける公共イノベーション

創発的破壊：
パラダイムチェンジと
イノベーション

14：15
15：05

ち上げ

プロジェクトを成功させる仕組み
と体制、運用とは

関係者との合意形成

梅田 弘之（システムインテグレータ）

千葉 訓道（元気アップつちゆ）

（マルチプロジェクト）
のマネ
ジメント
病院情報システムおよび社会保障系
大規模公共システム開発を例として
井形 繁雄（Annexe R&D）

【IT-3】ITサービスが支える 【PA-3】規格の無い仕事の 【EG-3】ERPでプロジェクト

〜

15：35
16：25

〜

ダイバーシティが
経済成長のキーワード

企業の海外進出

マネージメント

を可視化する

ア ジ ア を 結 ぶ マ ル チ プ ラット
フォームサービス

テレビ番組「クールジャパン」が
できるまで

ERPとPMSで実現する経営の
見える化

大橋 英昭（TIS）

中川 幸美（クリエイティブ・ネクサス）

増川 順一（千代田化工建設）

16：40
〜

17：30

佐々木 かをり

ジェクトの技術の伝承

フログ活用

よるPM教育

手法

国際宇宙ステーション「きぼう」で
の取り組み

人と コト モノ との出会いを解
き明かす

産業技術大学院におけるPBL方式
のPM教育事例

エンタープライズアジャイル

大久保 龍一（富士通）

酒森 潔（産業技術大学院）
石井 浩靖（日本オラクル）

長谷川 義幸、伊藤 剛
（宇宙航空研究開発機構）

【MS-2】統制型マネジメン 【FI-2】
オムニチャネル時代 【PS-2】オフショア開発マ 【VC-2】日立での震災復興

トの終焉

ネジメント成功のカギ

への取り組み事例

もう一度ジャパンイズNO.1を取
り戻すために

のセブン＆アイネット戦略

ブリッジ・エンジニアから見た効果
的なオフショア開発マネジメント

地域の再生、産業の新たな創出
に向けて

齋藤 ウィリアム 浩幸（インテカー）

SUKUMAN THING TAMANG
飯田 克也（セブンネットショッピング） （SoftDEL Systems Private Limited）

【MS-3】行動観察とは？

磯 龍介（エルネット）

企業を強くする

する

消 費 財 流 通 業 界 の 新たな 業 務
改革の潮流

教育の投資効果を阻む陥りやすい 「ことばスタンプ」開発で目指し
錯覚
た価値

坂本 尚登（流通システム開発センター）

長尾 清一（ピーエム・コンセプツ）

19：30

【PS-4】ワンランク上のＰ 【VC-4】農業イノベーション

Ｍをめざして

無くして日本の未来はない！

顧客・技術・経営をつなぐ協調的ソ
フトウェア開発マネジメント

企業力強化のためのプロジェクト
デザイン

新たな価値創造と成長に向けて

制約にとらわれず幅広く活躍でき
るＰＭ人材

農業と他産業との連携が創る社会
的価値は大きい

那須原 和良（清水建設）

向後 忠明（日本セルロース）

加藤 百合子（エムスクエア・ラボ）

Bryan R. Moser
（Global Project Design LLC）

18：00

大久保 理（ジイケイテック）

マートシティ創造

※講演者および演題は都合により変更される場合があります。

セミナー・ワークショップ全22プログラム開催
〜PM基礎／実践・PM人材教育・業種ごとのセミナー・ワークショップ〜
午後（13：45〜16：15）

PMBOK ®ガイド 第5版概要解説

午前（10：00〜12：30）

「総論賛成各論反対」を制すP2Mの技
A-1 成長を続けるためのシナリオ作り

B-1

圧倒的成果と良好な人間関係のつくり方
A-2 ストレス軽減！主体的に人を動かすマネジメント

プロジェクトマネジャーのための「交流分析」入門
B- 2 ステークホルダーとのよりよい関係を築くためのセルフコントロール法

ＩＣＴで活かすなぜなぜ５回（階）
A-8 実践的質問とアジャイル開発のTPSとの考察

勝てる組織の作り方ISOからAgileまで
A-3 PMのISO化元年今考えようPMのコンピテンス！

今こそ、プロジェクト思考で組織変革を
B- 3 「P思考」欠如が価値連鎖を断ち切る、徹底検証を！

マネジメントのためのフューチャーセッション
A-9 未来思考の対話による共創型の組織へ

海外インフラPJに必要なリスク管理
A-4 新興国での事業リスクを最小化するプロセスと手法

「集めるマーケティング」から「集まるマーケティング」へ
B- 4 「集まる顧客」が本当の「お客様」

企業を変える独創的発想法
A-10 イノベーションの起こし方

仕事を通じて若手を育てる実践的テクニック
A-5 プロジェクトマネジャーとして現場でいかに若手を育てるか

信頼に基づくリーダーシップ
B- 5 どんなに正しいことを言っても人は動かない

小さなチームで大きな成果を出す働き方
A-11 社員もお客様も幸せになる思考と行動のヒント

アラ還プログラム 実行中
A-6 パーソナルプロジェクトから学んだこと

チームビルディングの罠：ポピュリズム
B- 6 現場のコンフリクトはなぜ起り、どう解決するか

渡部 寿春
（イーストタスク）、内田 淳二（水ｉ
ｎｇ）、藤澤 正則（デリア食品）

後藤 清安
（インスパイア型リーダー育成トレーナー）

田島 彰二
（日本電気）

木埜山 浩、
大野 紳吾
（マーシュブローカージャパン）

田中 淳子
（グローバル ナレッジ ネットワーク）
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「新7つの誤解」

のグローバル化のために

午前（10：00〜12：30）

中 憲治
（プラネット）

庄司 貞雄（日立ソリューションズ東日本）

【 F I - 3】流通BMSが流通 【PS-3】PM教育における 【VC-3】
『 学び』をデザイン

「事実」基点の潜在ニーズ・リスク・
スキルの抽出法

※小ホールは、映像による中継となります。

11月22日（金）

竹腰 重徳（アイネット）

スクラム

平鍋 健児（チェンジビジョン）

2F 瑞 雲

【MS-1】
国際有人宇宙プロ 【FI-1】小売業におけるライ 【PS-1】模擬プロジェクトに 【VC-1】顧客価値創造の開発

【IT-4】アジャイル 開 発と 【PA- 4】プロジェクトの真 【EG-4】ecoBCPによるス

株式会社イー・ウーマン
代表取締役社長

価値創造トラック

〜

一橋大学
イノベーション研究センター
教授

のPM強化の具体策

PM人材育成 トラック

ネットワー クを 広 げる 交 流の場 を提 供いたします ︒
︵無料です︶

林 宏典（デル）

金融・流通・サービス トラック

講 演 者 ︑広い層の参 加 者 ︑シンポジウムチ ームメンバー と

緒方 慎八
（O'Gatha Management Institute）

【IT-2】成功例に学ぶ、組織 【PA-2】ニュービジネス立 【EG-2】超マルチベンダー

基調講演 2

11：55

ノベーションのマネジメント

森川 勇治（ウェッブアイ）

米倉 誠一郎

11：05

WBSの再利用性向上

製造 トラック

方

﹃ プロジェクトマネジメント を 肴 とした 語 らいの場 ﹄では ︑

開会のご挨拶
「主 催 者 挨 拶」
「来 賓ご挨 拶」

〜

〜

10：50

エンジ・建設・公共 トラック

【IT-1】ツールを利用した 【PA-1】
ドラッカーに学ぶイ 【EG-1】オーケストラを地域

開場、受付開始

基調講演 1

10：00

P2M トラック

夕

後

懇親会

10：00

IT トラック

〜

〜

09：45

ドリンクサービス

前

5F 大ホール・小ホール

09：15

参加者交流の場

PMBOK ®ガイド 第5版によるプロジェクトマネジメント知識体系の解説

笠原 直樹（日本電信電話）

丸山 奈緒子（アイシンク）

新藤 一豊（EPMイノベーション）、浜本 知一（富士テクノソリューション）

宮田 貞夫（ハンプティ）

小倉 広（小倉広事務所）

システム開発とコミュニケーション
A-7 伝わるコミュニケーションの方法
板倉 稔
（イマテック）

小原 由紀夫
（富士通アドバンストエンジニアリング）

筧 大日朗
（フューチャーセッションズ）

中谷 英雄
（ピーエム・アラインメント）

倉貫 義人
（ソニックガーデン）

午後（13：45〜16：15）
経済成長の行方を握る女性活用とは
B-7 成長戦略に影響を与える女性活用事例を探る
小野田 祐子（TIS)、久永 美砂（日立ソリューションズ）、吉本 桂子（ロイヤルブルーティージャパン）、石川 博子（エイチアイ・シス）

計画力で時代に勝つ
B-8 「実行」に効く計画の技術
浦 正樹（エム・アイ・アール）

ITプロジェクト成功のための構想企画
B-9 しっかりしたビジョンと構想企画が命運を分ける
能登原 伸二
（アイ・ティ・イノベーション）

デザイン思考によるイノベーション実践
B-10 21世紀型のマネジメント手法を体系的に学ぶ
柏野 尊徳
（デザイン思考研究所）

変化に対応するアジャイル・プロジェクトマネジメント
B-11 従来手法との違い、成功するリーダーシップ像を探る

パネル

平鍋 健児（チェンジビジョン）、神部 知明（富士通ソフトウェアテクノロジーズ）、柴山 洋徳（エヌ・ティ・ティ・データ）、佐藤 義男（ピーエム・アラインメント）

※両日とも申込み先着順に定員となり次第締切りとさせていただきますので、早めの申込みをお薦めいたします。
※講師および演題は都合により変更される場合があります。

松尾谷 徹（ＰＳ−ＷＧ）、松田 浩一（富士通）、森本 千佳子（東京工業大学）
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