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学生によるプロジェクトマネジメント伝承の取り組み
－大学生の発想によるプロジェクトマネジメント・ワークショップの実践－
奥田 智洋※1

沖原 理沙※2 加藤 美宣※3

※1 株式会社アイ・ティ・イノベーション
※2 国立大学法人名古屋工業大学 産学官金連携機構
※3 TIS 株式会社
概要：「プロジェクトとは、独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施する有期性のある業務」で
あると定義されている。この独自性があり、また有期性があるが故に、プロジェクトの進行においてマネジメント
が非常に重要な要素になっている。自分たちの会社のプロジェクトや支援しているお客様先でのプロジェクトに
おいて、マネジメントの経験が少なく推進が難しいということをよく聞く。しかしながら、私たちがこれまで生活
してきた中で知らず知らずのうちにマネジメントということを実際に経験してきているのではないだろうか。今
回の取り組みは、学生にフォーカスを当て、学生がプロジェクトマネジメントを学び、学んだプロジェクトマネジ
メントを下の世代（中学生や高校生など）に伝えるとしたら、どのように伝えていくのかを、学生自らが主体とな
って企画、実行、そして振り返りまでを実践するものである。
キーワード：プロジェクトマネジメント、伝承、学生、ワークショップ
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Efforts to Hand down Project Management by Students

– Practice of Project Management Workshops Based on the Ideas of University Students –
Tomohiro OKUDA※1

※2

Lisa OKIHARA※2

Minobu KATO※3

※1 IT innovation, Inc.
Nagoya Institute of Technology (Organization for Co-Creation Research and Social Contributions)
※3 TIS Inc.

Abstract: A project is defined as "A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service” Due to
this uniqueness and fixed term, management is a very important factor in the progress of the project. I often hear that it is
difficult to control the projects of our company and the projects of the customers because we have little management experience.
However, it seems that we have actually experienced management in our lives without knowing it. This initiative focuses on
students, and if students learn project management and pass on the learned project management to lower generations (junior
high school students, high school students, etc.), the students themselves will take the initiative in how to convey it. It is a
practice of planning, execution, and reflection.
Keywords: Project management, Inheritance, Students, Workshops

る。独自性というのは、毎回同じ進め方で、毎回同じ
結果を求められていないということであり、常に経験
したことのない進め方、経験したことのない結果に向
かって進まなければならないということである。また、
有期性というのは、その未経験の進め方をしているに
も関わらず、決められた期日までには、経験したこと
のない結果を出さなければならないということである。
こういった特性があるため、上手くいくと思っていて
も、まったく求めている結果とは違う結果が出て、失
敗につながっていくなど、その推進をするためのマネ
ジメントが難しいと認識されてしまう。
もう一つの要因として考えられることが、プロジェ
クトマネジメントに初めて触れるタイミングが遅いこ

1. はじめに
「プロジェクトマネジメントは難しい」という声を
よく聞く。確かにプロジェクトの成功率を調査してい
る機関が出している数値からすると 50％程度とも言わ
れている。2003 年の調査では 30％を切っていたことを
考えると大幅に改善されているように思われるが、
2件
に 1 件は失敗していることになる[1]。
なぜ失敗するのか、そしてなぜ難しいと感じるのか。
それはプロジェクトという特性に起因しているからで
ある。PMBOK®ガイド[2]では「プロジェクトとは、独自
のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施
する有期性のある業務」と定義している。この独自性
という特性と、有期性という特性が大きく起因してい
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とである。プロジェクトマネジメントについて書かれ
た書籍は多く出版されており、プロジェクトマネジメ
ントの研修も多くの人材開発企業からも提供されてい
る。しかしながら、実際に現場にて「プロジェクトマ
ネジメント」を経験するのは、初めてプロジェクトマ
ネジャーに任命されてからということが多いのではな
いだろうか。実際に、システム開発会社の例を見てみ
ると、入社時はシステム開発の言語や開発技法の研修
を受け、プログラミング開発を受け持つようになる。
そして、その後、システム設計やテスト企画などの上
流工程、下流工程へと受け持つ範囲を広げていく。こ
の過程の中ではまだ、「プロジェクトマネジメント」
という言葉は登場しない。その後、リーダーという経
験をしたのちに、役職も上がり、プロジェクトマネジ
ャーに任命されて、ようやく「プロジェクトマネジメ
ント」という領域に接し、学びながら現場で実践して
いくようになる。
最近の企業はシステム開発における作業標準を社内
で規定し、プロジェクトマネジメントもその内容に沿
って定義されていることが多い。また、過去の事例を
ノウハウとして蓄積され検索しやすい環境に整備して
いる企業も多い。その中で、初めてプロジェクトマネ
ジャーに任命された社員は、「プロジェクトマネジメ
ント」を学ぼうと思えば多くの参考情報が近くにある
ことになる。それにも関わらず、現場でのプロジェク
トマネジメントは失敗するし、プロジェクトマネジャ
ーは疲弊している。そこには、前述のように独自性と
有期性が大きく関わっている。つまり、規定や過去の
ノウハウがあったとしても、それを実際のプロジェク
トの現場でどのように活かすは、プロジェクトマネジ
ャーの考え、判断に大きく影響してくるのだが、「プ
ロジェクトマネジメント」を学んですぐに、そこに意
思を入れ、判断できるかは非常に難しい。
ただし、そのプロジェクトマネジャーのそれまでの
経験を振り返ってみると、当然ながらプロジェクトに
は参加しており、その中で「プロジェクトマネジメン
ト」にも触れているはずである。では何が問題なのか
ということだが、入社間もないときからプロジェクト
に参加している中で、その中で行われている活動が「プ
ロジェクトマネジメント」の活動と関連付けていると
いう認識を持たないまま、システム開発の活動を進め
てしまっていることが大きな要因と考える。つまり、
「プロジェクトマネジメント」というものをより早く
から理解し、日々の活動の中において、関連付けをし
っかりとしながら進めることができれば、いざプロジ
ェクトマネジャーになったとしても、慌てることなく、
「プロジェクトマネジメント」を遂行することができ
るということである。

その課題認識がある中で、PMI 日本支部の教育国際
化委員会から関東地区での学生向けプロジェクトマネ
ジメント講座の内容を共有いただき、学生という世代
をターゲットとして、その講座を横展開しながら、さ
らによりプロジェクトマネジメントの理解度を上げて
もらうための取り組みを実施することとなった。そこ
には、前述のとおり、日常の活動とプロジェクトマネ
ジメントの関係性をより若い時代から認識をしておく
ことの重要性と非常に合っていると考えたからである。
では学生という世代に、より深くプロジェクトマネ
ジメントを理解してもらうにどうするかを考えたとき
に、学生自らが伝える側に立って、プロジェクトマネ
ジメントのワークショップを企画し、実行することを
思いついた。情報のインプットだけでは理解度は深ま
らず、情報をアウトプットしようとする過程の中で、
蓄えた知識を自分なりに再度整理し、伝えるために自
分の考えや言葉に置き換えるなどの工夫もするため、
より深い理解と知識間の関係性を再認識できるからで
ある。
そして、名古屋地区で実施してきたコミュニティの
中のつながりから、国立大学法人名古屋工業大学の産
学官金連携機構様のご協力もいただけることになり、
本活動がスタートすることとなった。
2. 学術機関から見た意義と期待
近年、我が国の産業競争力強化のためのイノベーシ
ョン創出において、大学等の学術機関への期待が未だ
かつてないほどに高まっている。2004年に国立大学が
法人化して以降、大学等の研究者は行く行くの社会還
元を意識した研究を強く求められるようになった。そ
れだけではなく、大学等で生み出された研究成果を産
業界につなげ、迅速な事業化に結び付ける「橋渡し人
材」の必要性が叫ばれる様になった。このような背景
の下、国の事業でもプロジェクトマネジャー的な役割
を担える人材の育成が数多く行われている（例えば、
国立開発法人科学技術振興機構（JST）により平成27年
から開始している「プログラムマネージャー（PM）育
成・活躍推進プログラム」[3]など）。現代社会では情
報量が爆発的に増加し、変化のスピードがますます速
く、不確実性や複雑性がこれまで以上に高まっている。
その様な中で、平成28年からの第5期科学技術基本計画
[4]において我が国が目指すべき未来社会の姿として
初めて提唱されたSociety5.0や、国連で採択された
SDGsの実現においても、プロジェクトマネジメントス
キルを持った人材は必要不可欠であると言える。
一方、AIの台頭で世の中の自動化が進み、人間の仕
事の大半が奪われてしまうのではないかといった世の
中の漠然とした危機感や不安感がある中、2020年に小
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学校においてプログラミング教育が必修化された。こ
の教育において学ぶ事項の一つである【プログラミン
グ的思考】は、「自分が意図する一連の活動を実現す
るために、どのような動きの組み合わせが必要であり、
一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合
わせたらいいのか、記号の組み合わせをどのように改
善していけば、より意図した活動に近づくのか、とい
ったことを論理的に考えていく力」[5]と定義される。
この思考はプロジェクトマネジメントにおいても、非
常に有用な力であると考えられる。しかしながら、こ
のプログラミング教育は人間がコンピューターを有意
義に使いこなす側面が強調されている様に思われる。
本当のところは人間が、コンピューターではなく、他
の人間と協力・共創し、非常に複雑で困難な課題の設
定とその解決に挑戦するといった、実に人間臭い行い
のためのスキルがとても重要なのではないだろうか。
プロジェクトマネジメントには、そのスキルが内包さ
れている様に思うし、学生の今後の人生をより豊かに
幸せにするという意味においても、それらがもっと早
い時点から体系的に学べる機会があっても良い様に思
う。
今回の、学生によるプロジェクトマネジメントのワ
ークショップの取り組みがきっかけとなり、単なる一
過性のものではなく、座学と実践を組み合わせた効果
的なプロジェクトマネジメント学習の機会として、よ
り幅広い層の学生を対象に今後も継続・発展していく
ことも期待できる。

オンラインでのプロジェクトマネジメント講座を行
った。当初は名古屋工業大学のキャンパスで実施を予
定していたが、新型コロナウィルスの影響もあり、オ
ンライン形式に変更となった。しかしながら、オンラ
イン形式にしたことで、名古屋という地域性がなくな
り、全国から大学生だけでなく、中高生まで 33 名の学
生が参加するワークショップとなった。
本ワークショップ全体の主旨（図 2）を説明したの
ち、伊藤氏から学生の理解しやすい言葉やワークショ
ップの題材を活用していただき、参加の学生にとても
分かりやすく、プロジェクトマネジメントを理解でき
る講座を展開していただくことができた。

図 2 ワークショップ全体の流れ

3.2 アイデア出し
（ファシリテータ：中部ブランチ 加藤美宣）
伊藤氏からのプロジェクトマネジメントに対する知
見を学んだ後に、その得られた知見を学生から見て下
の世代に伝えていくにはどのような内容、どのような
工夫をしていかなければならないかについてアイデア
の抽出を実施した（図 3）。
また、今後の企画や実施に向けて、通常の企業でも
活用されている各種マネジメントツールについて、レ
クチャーなども行い、より現場のプロジェクトマネジ
メントの進め方なども活用してもらうこととした。

3. 実施内容および考察
実施にあたっては図1のテーマのとおり、我々がフ
ァシリテータ役となり、参加の学生主体でのワークシ
ョップやミーティングを重ねた。それぞれのテーマの
実施内容と考察について記述する。

図1

ワークショップの各テーマと実施時期

図3

アイデア出しでのディスカッションまとめ
（1MaPMeeting メソッドを用いた整理）

3.3 企画書レクチャー
（講師：中部ブランチ 奥田智洋）

3.1 プロジェクトマネジメント講座
（講師：PMI 日本支部理事の伊藤衡氏）
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企画は誰のために書くのかについてのディスカッシ
ョンをしたのちに、企画書を構成する前提条件、企画
内容、実行計画といった 3 つの視点に関する解説（図
4）と、具体的な企画書の事例も示しながら、どのよう
に企画書を作っていけば良いかの理解を深めた。

図4

た。 当日の参加者アンケートからもプロジェクトマネ
ジメントの重要性や難しさを理解できたとの声も多く、
この学生主体のワークショップでも、若い世代に伝え
ることができたことは大きな成果であったと言える。
また、別の参加者からのアンケートでは、実際の現場
の体験談を求める意見が多かったため、今後は、体験
談を取り入れたワークショップを実施することでプロ
ジェクトマネジメントをより身近に感じることにつな
がるワークショップになると考えられる。
4.今回の成果と振り返り
本企画は当初、対面でのグループワークを基本とし
て構想していたが、新型コロナウィルスの影響を受け、
全てをオンラインで完結せざるを得なかった。そうい
う意味においても挑戦的な企画であったと言える。オ
ンライン形式のワークショップにおいて、よく課題と
言われるのが、参加者同士の横のつながりを形成する
ことである。今回の機会においても、それは例外では
なかった様に思う。継続的に参加してくれた学生たち
は、他の要因で既に横のつながりが形成されていた者
同士であり、それが参加のモチベーションに影響して
いたのは間違いない。今後、より多くの学生に向けて
継続的な取り組みを行う上で、参加者同士の関係性構
築が課題の一つであると思われる。継続的に参加して
くれた学生たちに関しては、限られた時間の中で、メ
ンター役の我々社会人から実に多くのことを吸収し、
ワークショップ当日の振る舞いも大変頼もしいもので
あった。社会に出てからも、この経験は確実に生きて
くると考える。また、今後の活動にも参加、協力して
もらえれば大変喜ばしいことである。
学生企画により実施したワークショップ当日に少し
気になった点として、当日参加した学生の中で、社会
に出てプロジェクトマネジャー的な立場になるまでは、
自分はプロジェクトマネジメントとはあまり関係がな
いと考えている学生が少なからず居る印象を受けた点
がある。ワークショップではプロジェクトマネジメン
トが身の回りにあふれ、実に身近なものであることを
伝えていたが、なかなか全てを伝えきることは難しい
のかもしれない。
プロジェクトは本人の捉え方次第で何でもプロジェ
クトになり得るし、たとえ誰に任命されなかったとし
ても心持ち次第でプロジェクトマネジャーになること
ができる。また実際に社会に出て、仕事でプロジェク
トに関わる際に、自分がプロジェクトマネジャーでは
なく単なるメンバーであったとしても、プロジェクト
マネジメントのスキルを持ち、プロジェクトマネジャ
ーの視点を持てることは大変な武器であり、プロジェ
クトマネジャーを強力にサポートし、プロジェクトを

企画の構成要素の例

3.4 学生生活におけるプロジェクトマネジメント成
功のコツ（講師：TIS 株式会社 山本妙子氏）
実際にプロジェクトマネジメントが行われている現
場の実体験と、その体験をもとにしたプロジェクトマ
ネジメント成功のコツをワークショップ形式で開催し
た。テーマは成功のコツとしたが、講師の山本氏には
現場での失敗事例や苦労話にも触れていただき、学生
の視点からマネジメントのリスクや必要な考慮点など
を考える機会となった。
3.5 ワークショップ実施の準備と開催
（学生サポート：中部ブランチ 奥田、沖原、加藤）
最終的に 3 名の学生がワークショップ実施の運営や
講師を担当するために手を挙げてくれて、その 3 名と
ワークショップ実施のための準備を進めた。
自分たち（学生）が実施する講義として、下の世代
に分かりやすく伝えるための表現方法や学生生活で起
こりうることと対比したプロジェクトマネジメントの
例えなどを考える良いきっかけになったことではある
が、この検討が最も学生の 3 名にとっては苦労した部
分であったとも言える。それでも、この苦労が実際に
ワークショップを実施した際に、とても良い効果を生
むこととなる。
そして、11 月 7 日に学生 3 名が主催者となり、オン
ライン形式でのワークショップを開催した。参加者は
16 名（大学生が中心で 1 名のみ高校生が参加）。準備
してきた講義用資料の説明と自分たちで工夫を凝らし
たワークショップの題材を用いて、2 時間のワークシ
ョップを成功裡に終えることができた。
当日のワークショップでは大変白熱したディスカッ
ションが繰り広げられ、大いに盛り上がる内容となっ
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成功に導くことに貢献できる。何よりも、人間一人一
人の人生そのものが、一大プロジェクトであると捉え
ることもできるし、そこにおいて全ての人間はそれぞ
れの人生の主役でありプロジェクトマネジャーなので
ある。人生を有意義に過ごしていくために、プロジェ
クトマネジメントのスキルは大変有用であるし、そう
いった点も今後、学生に伝えていくことができると良
い様に思う。

最初は参加していたが、途中で参加できなくなった学
生がなぜ参加できなくなったかについても考えてみて
ほしい」とアドバイスをいただくことができた。まさ
に、企画としては無事に終えることができたものの、
次回以降では、より参加者の求めることを理解した上
で運営を進める必要があることを再認識させていただ
くことができた。
6.今後の活動として目指すところ
本企画を終え、企画を始めた時点から増して学生に
向けたプロジェクトマネジメントの伝承の重要性を認
識し、今回の成果や反省点をより良いものに改善し、
次年度以降も継続して実施していきたいという意欲に
満ちている。
また、ワークショップを企画、実施してくれた学生
の 3 名も、今回の経験や反省を踏まえて、第 2 弾とし
て企画を試みたいという意見も出ている。
さらに今回は受講者として参加した学生が、次のワ
ークショップの運営側になり、その伝承のサイクルが
確立されることで、PMI 日本支部だけでなく、プロジェ
クトマネジメントの領域全体として、伝承プロセスを
広げていくことに今後も挑戦していきたい。

5.参加学生の振り返りからの考察
今回、ワークショップ終了後に運営をしてくれた学
生3名と振り返りを実施した。その中で、学生から見た
振り返りとして、以下が挙げられている。
・しっかりと計画したつもりであったが、準備の段階
や当日の運営などで、予定通り進まない部分も多く、
大変、苦労した。その要因は計画を曖昧に済ませてし
まったり、抜け漏れに気が付かなかったりしたからで
あり、やはりプロジェクトマネジメントでは計画とい
うものが重要であることが再認識できた。
・反省点としてミーティングの非効率が挙げられる。
事前にもう少しゴール設定をしっかりしてから臨むべ
きだったと感じている。
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も感謝いたします。
また、本企画を最後まで積極的に受講していただき、
ワークショップの企画から実施までを当事者として進
めていただいた、中央大学の楠川達也さん、明治大学
の原田拓実さん、筑波大学の山下卓也さんには、逆に
我々に対して多くの気づきを与えていただき感謝して
います。そしてその 3 名だけでなく、本企画に参加し
ていただいた学生の方々、そして運営に協力いただい
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・今回の企画に参加した意図は自分自身のPMスキルの
向上であったが、この企画を通して、10の知識エリア
の理解とヒューマンスキルの向上を実現することがで
きた。「経験に勝る知識なし」という言葉のとおり、こ
の企画でその経験をできたことがとても良かった。
・プロジェクトマネジメントの書籍など数多くプロジ
ェクトマネジメントの知識を得る機会は多いが、今回
のように自らが伝える立場になってプロジェクトマネ
ジメントについて考えることで、より深く理解するこ
とができたと感じる。
この振り返りから見ても、「技術」と「技能」の2つ
の言葉があるように、プロジェクトマネジメントの「技
術」は大学の講義や専門誌、PMI日本支部としても提供
しているセミナーなどで蓄積をしてもらった上で、さ
らに自らが主体となってプロジェクト（今回はワーク
ショップの企画と実施）を推進する経験をすることで
実際の現場でのプロジェクトマネジメントを活かせる
「技能」が身につくことにつながることが明確になっ
た。
また、この振り返りに参加いただいた国立大学法人
名古屋工業大学の浜口孝司准教授から「今回の企画に
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