スコープマネジメント（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）
〜変更を最小限にし顧客満足を高める、適切な要求事項の把握と管理〜
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 06 月 07 日〜2018 年 06 月 08 日（申込受付中）
2018 年 08 月 01 日〜2018 年 08 月 02 日（申込受付中）
2018 年 10 月 03 日〜2018 年 10 月 04 日（申込受付中）
2018 年 12 月 04 日〜2018 年 12 月 05 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

PMBOK(R)ガイド第 6 版に沿って、スコープ・マネジメントの考え方を学びます。ス
コープ・マネジメントは、いわゆる「要件定義」を作成し、そこから「仕様」とし、
さらに「WBS」を作成してプロジェクトの主たる成果物を定義し、
「ベースライン」
とする非常に重要な知識エリアです。顧客からの「変更要求」が多いプロジェクトを
効果的かつ効率的にマネジメントする手法を学びます。
※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書（13PDU/Technical:10、
Leadership:1、Strategic&Business:2）を発行します。
PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会（Project Management Institute, Inc）
の登録標章です。

受講対象

プロジェクト・マネージャあるいはその候補者

前提条件

特に必要ありません

到達目標

顧客の要求事項を正確に反映させたプロジェクト成果物を作成するためのマネジメ
ント技法を身につける

カリキュラム

1. プロジェクトマネジメントとは
2. 5 つのプロセス群と 10 の知識エリア
3. プロセスの相互関係
4. 要求事項収集
5. スコープ定義
6. スコープ検証
7. スコープ・コントロール

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

システム開発と運用を統合する ITIL−V3
コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 06 月 19 日〜2018 年 06 月 20 日（申込受付中）
2018 年 08 月 07 日〜2018 年 08 月 08 日（申込受付中）
2018 年 10 月 11 日〜2018 年 10 月 12 日（申込受付中）
2018 年 12 月 11 日〜2018 年 12 月 12 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥86,400（税込）

研修概要

IT プロジェクトを成功させるためには、本来のビジネス目標達成を含め、運
用側の要件を理解することが重要であり、そのためには ITIL を理解する必要
があります。ITIL-V3 は、V2 からの考え方に大きな変更があり、さらに改編
が行われました。ITIL の全体感やサービスのあり方などについて、BABOK
やポートフォリオマネジメント標準、あるいは PMBOK(R)ガイドとの対比を
交えながら学びます。※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書
（13PDU/Technical:9、Leadership:2、Strategic&Business:2）を発行します。
PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協（ProjectManagement Institute, Inc）の
登録標章です。

受講対象

IT プロジェクトに携わる方

前提条件

特に必要ありません

到達目標

IT プロジェクトを進めるにあたって、運用側との相互理解を深めること
ができる

カリキュラム

1. IT プロジェクトの特徴
2. サービスとは
3. サービス戦略
4. サービス設計
5. サービス移行
6. サービス運用
7. 継続的サービス改善

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

プロジェクト・マネージャ養成応用（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）
〜プロマネとしての知識を深めて応用する〜
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 08 月 30 日〜2018 年 08 月 31 日（申込受付中）
2018 年 10 月 29 日〜2018 年 10 月 30 日（申込受付中）
2018 年 12 月 20 日〜2018 年 12 月 21 日（申込受付中）
2019 年 02 月 12 日〜2019 年 02 月 13 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥86,400（税込）

研修概要

「プロジェクト・マネージャ養成―基礎編」の継続コースとして、PMBOK(R)
ガイドの 10 の知識エリアについて詳細化し、演習を通じて具体的な計画と
管理の手法を学びます。
※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書（13PDU/Technical:9、
Leadership:3、Strategic&Business:1）を発行します。
PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会（Project Management
Institute, Inc）の登録標章です。

受講対象

・プロジェクトに参加する方

・
「プロジェクト・マネージャ養成―基礎編」を受講済みの方
前提条件

特に必要ありません

到達目標

プロジェクトリーダーとしてチームを鼓舞し、目標を達成するための手
法を身につける

カリキュラム

1. プロジェクト概要
2. プロジェクトマネジメントの計画概要
3. プロジェクトマネジメント計画書の書き方
4. プロジェクトマネジメントの進め方

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

プロジェクト・マネージャ養成基礎（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）
〜プロマネとしての幅広い基礎知識を学ぶ〜
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 07 月 05 日〜2018 年 07 月 06 日（申込受付中）
2018 年 09 月 06 日〜2018 年 09 月 07 日（申込受付中）
2018 年 11 月 08 日〜2018 年 11 月 09 日（申込受付中）
2019 年 01 月 15 日〜2019 年 01 月 16 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

グローバルスタンダードと認められた PMBOK(R)ガイドに沿って、プロジェ
クトの「立上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結」について幅広く
学びます。特に演習を通じて、プロジェクト・マネージャに要求される実践
的な考え方や行動について学び、リーダーシップを身につけます。
※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書（13PDU/Technical:7、
Leadership:4、Strategic&Business:2）を発行します。PMI,PMP,PMBOK は、プロ
ジェクトマネジメント協会（Project Management Institute, Inc）の登録標章です。

受講対象

プロジェクトに参加する方

前提条件

特に必要ありません

到達目標

プロジェクトの目的と目標を理解し、それらを達成するために必要なリ
ーダーシップを身につける

カリキュラム

1. 序論
2. プロジェクト・ライフサイクルと組織
3. プロジェクトマネジメントの流れ
4. プロジェクトマネジメント・プロセス群

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

プロジェクトを成功に導く効果的なスケジュール策定と管理
（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 07 月 03 日〜2018 年 07 月 04 日（申込受付中）
2018 年 09 月 04 日〜2018 年 09 月 05 日（申込受付中）
2018 年 11 月 06 日〜2018 年 11 月 07 日（申込受付中）
2019 年 01 月 17 日〜2019 年 01 月 18 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

プロジェクトマネジメントの重要な管理要素であるスケジュールを作成し、計画と実
績の差を確認してコントロールするための主要な理論と技法を学びます。アクティビ
ティの定義とその順序設定、資源見積りとその所要期間を見積り、これをもとにスケ
ジュールを策定する手順、およびスケジュールの進捗状況を把握し、それに遅れが生
じている場合には、プロジェクトを所定の時期に完了させるためのノウハウについて
体系的に理解します。また、ケーススタディによる演習を通じて、スケジュール策定
と進捗管理のための知識を実践的なスキルとして身につけます。※PMP(R)の取得・維持に
必要な 13 時間教育の受講証明書（13PDU/Technical:13、Leadership:0、Strategic&Business:0）を発行
します。PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会（Project Management Institute, Inc）の登
録標章です。

受講対象

・プロジェクトリーダー候補者、または経験者
・プロジェクトにおけるスケジュール策定および進捗管理のスキルを体系的に身につ
けたい方

前提条件

特に必要ありません

到達目標

プロジェクトの実行計画作成チームの主要メンバーとして、タイムマネジメントのプ
ロセスを効率よく実施することができる

カリキュラム

1. プロジェクトのスケジュール策定と進捗管理
2. アクティビティの定義
3. アクティビティの順序・資源・所要期間の見積り
4. スケジュールの作成
5. スケジュールのコントロール

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

変化をリードする効果的なリーダーシップとコミュニケーション
（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 09 月 11 日〜2018 年 09 月 12 日（申込受付中）
2018 年 11 月 15 日〜2018 年 11 月 16 日（申込受付中）
2019 年 01 月 22 日〜2019 年 01 月 23 日（申込受付中）
2019 年 03 月 05 日〜2019 年 03 月 06 日（申込受付中）開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

プロジェクトを円滑に運営するために最も重要なコミュニケーションについて、ステークホルダ
ーやプロジェクトチームとのコミュニケーションの取り方を学ぶとともに、プロジェクトマネー
ジャに求められるリーダーシップとコミュニケーションのスキル向上を図ります。マネジメント
について、利害関係者との間の要求事項を満足させるためのニーズを特定するとともに、必要と
する情報を収集・分析し、配布するための主要な理論と技法を学びます。さらに、演習を通じて、
コミュニケーションスキルを磨き、それをプロジェクトで活用するための実践的なスキルとして
身につけます。※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書（13PDU/Technical:2、
Leadership:11、Strategic&Business:0）を発行します。PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクト
マネジメント協会（Project Management Institute, Inc）の登録標章です。

受講対象

・プロジェクトリーダー候補者、または経験者
・プロジェクトにおけるコミュニケーションのスキルとノウハウを身につけたい方

前提条件

特に必要ありません

到達目標

プロジェクトの実行計画作成チームの主要メンバーとして、利害関係者やメンバーお客さまや社
内他部門との調整を円滑にできる

カリキュラム

1. PMBOK(R)ガイドのコミュニケーションマネジメント
2. プロジェクトにおけるリーダーシップ＆コミュニケーション
3. リーダーシップの基本
4. プロジェクトにおけるリーダーシップ
5. コミュニケーションの基本
6. プロジェクトにおけるコミュニケーション
7. ステークホルダー・マネジメントの基本
8. プロジェクトにおけるステークホルダー・マネジメント

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

プロジェクトを成功に導く 5 つのポイント（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）
〜効率的・効果的管理〜

※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 06 月 26 日〜2018 年 06 月 27 日（申込受付中）
2018 年 08 月 21 日〜2018 年 08 月 22 日（申込受付中）
2018 年 10 月 18 日〜2018 年 10 月 19 日（申込受付中）
2018 年 12 月 13 日〜2018 年 12 月 14 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

プロジェクトの実行と監視・コントロールを中心に、具体的な進捗管理手法
として、クリティカル・パス法、クリティカル・チェーン法、アーンド・バ
リュー法を詳細に学びます。※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の
受講証明書（13PDU/Technical:5、Leadership:4、Strategic&Business:4）
を発行します。PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会（Project
Management Institute, Inc）の登録標章です。

受講対象

・プロジェクト・マネージャあるいはその候補者

前提条件

特に必要ありません

到達目標

プロジェクトの効率的かつ効果的な管理ができるようになる

カリキュラム

1. プロジェクト概要
2. プロジェクトマネジメント計画
3. プロジェクト・ベースライン
4. クリティカル・パス法
5. クリティカル・チェーン法
6. アーンド・バリュー法

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

協力会社の選定と効果的な委託管理（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 08 月 28 日〜2018 年 08 月 29 日（申込受付中）
2018 年 10 月 16 日〜2018 年 10 月 17 日（申込受付中）
2018 年 12 月 06 日〜2018 年 12 月 07 日（申込受付中）
2019 年 02 月 14 日〜2019 年 02 月 15 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

プロジェクトマネージャとして、協力会社に業務の一部を依頼するための会
社選定の方法、業務発注のための契約締結、発注と契約履行の管理、発注成
果の受入れや、これらを組織的に実行するためのマネジメントの方法および
関連する法令等、協力会社管理の主要な理論と技法について学びます。また、
演習を通じて、これらのプロジェクト管理上必要とされる知識を、実践的な
スキルとして身につけます。
※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書
（13PDU/Technical:3、Leadership:3、Strategic&Business:7）を発行し
ます。PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会（Project
Management Institute, Inc）の登録標章です。

受講対象

・プロジェクトリーダー候補者、または経験者
・プロジェクトにおける協力会社選定と委託管理のスキルを体系的に身につ
けたい方

前提条件

特に必要ありません

到達目標

・プロジェクトの調達マネジメントチームの主要メンバーとして、外部調達
のプロセスを効率よく実施することができる

カリキュラム

1. PMBOK(R)ガイドの調達マネジメント
2. 協力会社依頼のための前提
3. 提案依頼書（RFP）作成のポイント
4. 協力会社選定と契約
5. 進捗管理と検収
6. トラブルと防止策

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

情報システム開発プロジェクトのマネジメント
（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）〜情報システム開発の要点〜
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 09 月 11 日〜2018 年 09 月 12 日（申込受付中）
2018 年 11 月 15 日〜2018 年 11 月 16 日（申込受付中）
2019 年 01 月 22 日〜2019 年 01 月 23 日（申込受付中）
2019 年 03 月 05 日〜2019 年 03 月 06 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

グローバルスタンダードである PMBOK(R)ガイドが提唱するプロジェクト
マネジメントのノウハウの体系について、情報システム開発のプロジェクト
マネジメントに活用する視点から理解します。さらに、プロジェクトマネジ
メントの重要ポイントにおける実務適用のノウハウを、ケーススタディの考
察や参加者が持つ経験の共有化を通じて強化します。
※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書
（13PDU/Technical:11、Leadership:1、Strategic&Business:1）を発行し
ます。PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会（Project
Management Institute, Inc）の登録標章です。

受講対象

・情報システム開発プロジェクトのリーダー候補者、または経験者
・情報システム開発プロジェクトにおけるマネジメントスキルを体系的に身
につけたい方

前提条件

特に必要ありません

到達目標

・PMBOK(R)ガイドの考え方やマネジメント手法について理解するとともに、
グループ演習でマネジメント手法について考察し、経験を共有する。これに
よって、自身のマネジメント手法を見直し、さらに効果的な手法へとレベル
アップする

カリキュラム

1. IT プロジェクトの実際
2. プロジェクトマネジメントの概論
3. スコープのマネジメント
4. 品質・コスト・スケジュールのマネジメント
5. 人的資源・コミュニケーションのマネジメント
6. ステークホルダー・マネジメント
7. リスクのマネジメント
8. 調達のマネジメント

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

変化をリードする効果的なリーダーシップとコミュニケーション
（PMBOK(R)ガイド第 6 版準拠）〜情報システム開発の要点〜
※鈴木安而執筆本プレゼント

コース概要
受講期間

2 日間

開催日

2018 年 09 月 11 日〜2018 年 09 月 12 日（申込受付中）
2018 年 11 月 15 日〜2018 年 11 月 16 日（申込受付中）
2019 年 01 月 22 日〜2019 年 01 月 23 日（申込受付中）
2019 年 03 月 05 日〜2019 年 03 月 06 日（申込受付中）

開催時間

9：30～17：00

受講料

￥108,000（税込）

研修概要

プロジェクトを円滑に運営するために最も重要なコミュニケーションについ
て、ステークホルダーやプロジェクトチームとのコミュニケーションの取り
方を学ぶとともに、プロジェクトマネージャに求められるリーダーシップと
コミュニケーションのスキル向上を図ります。マネジメントについて、利害
関係者との間の要求事項を満足させるためのニーズを特定するとともに、必
要とする情報を収集・分析し、配布するための主要な理論と技法を学びます。
さらに、演習を通じて、コミュニケーションスキルを磨き、それをプロジェ
クトで活用するための実践的なスキルとして身につけます。
※PMP(R)の取得・維持に必要な 13 時間教育の受講証明書
（13PDU/Technical:2、Leadership:11、Strategic&Business:0）を発行し
ます。PMI,PMP,PMBOK は、プロジェクトマネジメント協会（Project
Management Institute, Inc）の登録標章です。

受講対象

・プロジェクトリーダー候補者、または経験者
・プロジェクトにおけるコミュニケーションのスキルとノウハウを身につけ
たい方

前提条件

特に必要ありません

到達目標

・プロジェクトの実行計画作成チームの主要メンバーとして、利害関係者や
メンバー、お客さまや社内他部門との調整を円滑にできる

カリキュラム

1. PMBOK(R)ガイドのコミュニケーションマネジメント
2. プロジェクトにおけるリーダーシップ＆コミュニケーション
3. リーダーシップの基本
4. プロジェクトにおけるリーダーシップ
5. コミュニケーションの基本
6. プロジェクトにおけるコミュニケーション
7. ステークホルダー・マネジメントの基本
8. プロジェクトにおけるステークホルダー・マネジメント

実施場所

ａｍｉ（笹塚サウスビル６階）

実施団体名

株式会社ａｍｉ

