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Family
肩書

Business Title,
Organization
現職(担当）/ 新任
Present / New

Manabu Saito
スカイライトコンサルティング株式会社
ソーシャルイノベーションラボ

Senior Manager, Socail Innovaiton Lab, Skylight Consulting Inc.
現職（教育国際化）
Present (Academic Committe)
1991-1999

日本電信電話株式会社

1999-2002

NTTコミュニケーションズ株式会社

2002-現在

経歴

シニアマネージャー

スカイライトコンサルティング株式会社

2005-2015

北海道大学

非常講師（プロジェクトマネジメント）

2011-現在

一般社団法人新興事業創出機構

2012-現在

広島修道大学

2016-現在

一般社団法人PMI日本支部

理事

非常講師（プロジェクトマネジメント）
理事

1991-1999 Nippon Telegraph and Telephone Corporation
1999-2002 NTT Communications Corporation
2002 - Skylight Consulting Co., Ltd.

Biography

2005-2015 Part-time lecturer, Hokkaido University (Project management)
2011 - Director, Japan Emerging Business Development Association
2012 - Part-time lecturer, Hiroshima Shudo University (Project management)
2016 - Director, PMI Japan chapter
現在推進中の中長期計画を完遂し、アカデミック分野へのプロジェクトマネジメン

PMIおよび
PMI日本支部への貢献所信
（次期）

トの啓発・普及のためのコミュニティ活動を拡大させる。
そのための以下を重点施策として行う。
1) PM教育の必要性・有効性に関する啓発活動の強化
2) 国内外のPM教育に関する情報交流HUB機能の強化
3) PMIのリソースとグローバルなネットワークを活用したPM教育の普及
Complete the mid- to long-term plan currently being promoted and expand
community activities for enlightenment and dissemination of project
management in academic field.

Commitment for next
term

We will do the following as a priority measure for that.
1) Strengthen awareness-raising activities on the necessity and effectiveness
of PM education
2) Information exchange on domestic and overseas PM education Strengthen
HUB function
3) Diffusion of PM education using PMI resources and global network

教育国際化担当理事として以下の実現に貢献。
・教育国際化委員会本格発足（1月）
・PMI日本支部Webサイト内にアカデミックページを開設
・GTIコンソーシアム（Global Technology Initiative）への参加（3月）
・GAC Seminar（上海）へのメンバー派遣（5月）

PMIおよび

・内閣府「プロジェクトマネジメントにおける組織・人材に関する勉強会」への参
加（6月~）

PMI日本支部への貢献実績 ・海外PM教育連携グループ発足（6月）
(今期）

・PMI教育財団（PMIEF）のLiaison Chapter登録（7月）
・PMI日本フォーラムでのアカデミックトラック開催（7月）
・中央省庁へのPM教材「一歩シリーズ」の提供（8月）
・日本工学教育研究講演会（JESS）での活動紹介（8月）
・大学等教育機関へのPM教材「一歩シリーズ」の提供（9月）
・委員実践事例紹介（2回：神戸女子大学、愛媛大学）
・アカデミックスポンサー会議の開催（11月）
Contributing to the following realization as Academic Committe director.
· Educational Internationalization Committee Full-scale launch.
· Academic page opened in PMI Japan Chapter Website.
· Participation in GTI Consortium (Global Technology Initiative)
· Member dispatch to GAC Seminar (Shanghai) .
· Participation in the Cabinet Office of Japan "Study Group on Organization
and Human Resources in Project Management" .

Result of present term

· Overseas PM education collaboration group launched.
· Liaison Chapter registration of the PMI Education Foundation (PMIEF).
· Academic track held at PMI Japan Forum 2017.
· Provision of PM teaching materials to central government agencies.
· Introduction of activities at Japan Engineering Education Research Lecture.
· Provision of PM educational institutions to several universities.
· Committee practical case introduction (2 times: Kobe Women's University,
Ehime University).
· Academic Sponsor Conference held.

PMI日本支部戦略へのコミットメント

（上位３視点）

Commitment to PMI Japan Strategy (top Three)
1

アカデミックスポンサーの参加者増加、アカデミック領域でのPM教育実践
活動基盤の視点

者と法人スポンサーおよび一般会員における若手PM人材教育実践者の交流
機会の拡大により、支部内におけるPM人材育成活動を活性化させ支部の活
動基盤を拡大させる。
Increasing number of participants of academic sponsors, promoting
PM human resources development activities within the Japan chapter

Activity Platform
Perspective

by expanding opportunities for PM education practitioners and
corporate sponsors in academic fields and young PM human resources
educational practitioners in general members to activate the activities
foundation of Japan Chapter .

2

支部内におけるPM人材育成活動の活性化を実現するために、PM教育研究会をはじめ

プロセスの視点

とする関連部会との連携強化を図る。
上記実現の具体策として、学術研究機関、大学等教育機関および非営利組織向けの
支部内のPM教育に関する組織整理と役割分担に関するイニシアティブを発揮する。

I will strengthen cooperation with related committees including the PM

Process Perspective Education Study Group in order to realize the activation of PM human
resources development activities within Japan capher.

3
ステークホルダーの視点

社会全体へのPM教育に関する認知度向上と普及に向け学術研究機関、大学等教育機
関および非営利組織へのコンタクト、連携活動をさらに推進する。

I will further promote contacts and collaborative activities with academic

Stakeholder

research institutions, educational institutions such as universities, and non-

Perspective

profit organizations, in order to improve recognition and dissemination of PM
education for society as a whole.

PMI日本支部活動拡大および活動充実へのコミットメント
Commitment to PMI Japan Chapter's Enlargement and fulfilling of activities

X

支部会員増強

Strengthening
Chapter Membership

Y

法人スポンサー増強

Strengthening
Corporate
Membership

Z

活動充実への貢献

Contributiion to
Fulfilling of
Activities

アカデミックスポンサーの増加およびPMP取得者に対するPM教育実践ニーズの取り
込みを通じて支部会員の増加に寄与する。

Contributes to the increase of Chapter members through increase of
academic sponsors and provision of PM educational practical opportunities for
PMP acquirers.

アカデミックスポンサーとの産学連携機会の提供および法人スポンサーに対する社
会貢献ニーズの取り込みを通じて支部会員の増加に寄与する。

Contributes to the increase of Chapter members through provision of
academic-industry collaboration opportunities with academic sponsors and
incorporation of social contribution needs to corporate sponsors.

支部内におけるアカデミック関係者コミュニティの拡大・活性化を通じて支部活動
充実に貢献する。

Contribute to the improvement of chapter activities through expansion and
revitalization of community of academic stakeholders within chapters.

