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内容と目的
• IT技術者に求められる能⼒
• PM専攻で⾝に付く⼒

• 特徴
• カリキュラム
• 主な活動の紹介

•転専攻の方法
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ＩＴ技術者に求められる能⼒
創造的ＩＴ人材

• 問題解決⼒
• 論理的思考⼒
• 提案⼒・企画⼒
• 協調性・チームワーク
• プロジェクト推進⼒

グローバルＩＴ人材

• コミュニケーション⼒
• 語学⼒
• リーダーシップ
• 交渉⼒・説得⼒
• 管理能⼒

出典︓IPA IT人材白書2014

3ただ授業を受けたり研究したりするだけでは⾝に付かない︕

創造⼒ 実践⼒



学ぶべき能⼒

⼈間⼒

実践⼒課題解決
⼒

• コミュニケーション

• チームでの協働

• 課題の発⾒

• 解決策を⽴てる • 計画し、実⾏する
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⼤学院のＰＭ専攻で⾝に付く⼒

実践的開発を経験
する
•問題解決⼒
•発想⼒・企画⼒
•実践⼒

企業や他大学との
合同
•コミュニケーション⼒
•交渉⼒・説得⼒
•管理能⼒

⼊学から修了まで
チーム活動
•協調性
•チームワーク
•リーダーシップ

たくさんのイベン
トに参加
•発表会
•コンテスト
•講演会
•学会

5
密度の⾼いカリキュラムで２年間で確実に⾝に付ける

通常の授業や研究に加え、さまざまな活動で創造⼒・実践⼒を鍛える︕
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PM専攻の違い（特色）
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•教員、企業講師の指導を受けながら試⾏錯誤する

プロジェクト推進能⼒を実践を通して学ぶ

•協調性、説得⼒、交渉⼒を学ぶ
•リーダーシップ、管理能⼒を鍛える

チームで活動する

• 実課題ならではの複雑さを体感する
• 専門分野と他分野のつながりを体感する

具体的なユーザがいる研究開発を⾏う



カリキュラム構成
専門科目（22単位） セミナー科目（8単位） ソフトウェア開発アリーナ（20単位）

・コア科目（8単位）
・選択科目（14単位）

・【必修】研究セミナー・カンファレンス（3単位）
・【必修】Teaセミナー・コンテスト（2単位）
・【選択】教育セミナー（3単位）
・【選択】創造工房セミナー（2単位）
・【選択】投稿論⽂執筆セミナー（2単位）
・【選択】理系のためのプレゼンテーションセミナー

（2単位）

・ソフトウェア開発アリーナI〜IV（4単位x5）
※学生2〜5名がチームを組みプロジェクトを
実践。チーム協働でシステム開発に取り組み半
期ごとにテクニカルレポートを提出して単位を
取得。

※上記の要件を満たした上で、修⼠論⽂の形式で論⽂を発表することも可

修了単位︓50単位

＋
修士の学位 プログラム修了証

修了時にはプログラム修了証Certificate of Honorが授与されます
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ソフトウェア開発アリーナ
•社会のニーズにもとづく研究活動

• 具体的ユーザ（顧客）がいる研究開発
• 目的や要件が明確になり取り組みやすい

• 2年間を4つのアリーナに区切って活動する
• 反復を通して、成果を段階的に改良、改善する

•プロジェクトのテーマ
• 研究色の強い課題も開発色の強い課題も可能
• 研究室や分野をまたいだ協働を推奨
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アリーナプロジェクトの例
• 工作機械用ビジュアルプログラミング言語と開発環境
• 知識表現⼿法と活⽤システム
• 月クレーターの面積推定手法とシステム
• レガシーシステムのマイグレーション手法とシミュレーション
• 検索エンジン⽤サマリーツール
• E-ラーニング⽤データおよびタスク管理ツール
• アルゴリズム学習ツール開発

分野の制約はない。
2つのテーマを実施す

ることも可能。
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セミナー課目
•定期的なミーティングの実施を促す研究セミナー

•国際学会での発表を義務づけ、成果の整理を促す
•他研究者と交流する絶好の機会

カンファレンス
（学会参加）

•他チーム（学生）と活動内容を共有する
•⾃分が何を学びどのような成果を成したか整理する機会Teaセミナー

•与えられた条件の下、⾃分の能⼒を発揮する
•課題解決⼒を練習する機会コンテスト

プロジェクト推進に必要な研究・学習活動を単位化
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PM専攻の生活
１年目 First year 2年目 Second year

Q1(Apr-Jun) Q2(Jul-Sep) Q3(Oct-Dec) Q4(Jan-Mar) Q1(Apr-Jun) Q2(Jul-Sep) Q3(Oct-Dec) Q4(Jan-Mar)

10単位取
得 4単位取得 6単位取得 5単位取得

研究セミナー

アリーナ

教育セミナー

授 業

学会
学会[会津] 学会[海外]

コンテスト

Tea セミ
ナー

他チームと活動内容を共有する

就職活動

週1回ミーティング＆研究の中間報告など発表を⾏った

月1回のセミナー（輪講など）や講演会に参加してアリーナに役⽴つ知識を習得

アリーナ１︓5単位取得 アリーナ２︓5単位取得 アリーナ３︓5単位取得 アリーナ４︓5単位取得

コンテスト①

論⽂執筆①

Project 1: 工作機械用ビジュアル言語開発(機械製造企業） Project 2: 美術館⽤知識循環システム（美術館）

コンテスト②

研究／開発活動＋月1回程度で企業講師の講義・指導を受ける ※6ヶ月ごとに成果（進捗）報告のレポートで評価（成果物を全て添付）

論⽂執筆②研究／開発の内容を論⽂にまとめ発表する

2単位
取得

3単位
取得

3単位
取得

1回目 2回目 3回目 4回目

2014年度3⽉修了⽣の例
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チームの構成
• １チーム２〜５名で学⽣・教員で提案

• 学⽣とテーマの組合せ例
• 同一研究室、同一テーマ

• 別研究室、同一テーマ

• 別研究室、別テーマ

• 希望者の要望に応じてチーム作成をサポートしますので学生課にご
相談ください
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まとめ︓⼀⼈では学べない

• 友達に教える、教わる
• 指導教員
• 専門家

人

• ゼミでの発表・討論
• 学会での意⾒交換
• コンテストでの腕試し

場

• 人、環境、技術にまたがる課
題に取り組む実践
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大学院ＰＭ専攻には、創造⼒と実践⼒を⾼めるたくさんの機会と仕組
みが準備されています



今後のアクション
• PM専攻での学習に興味がある学生は学生課に
ご相談ください

•研究室を変更する必要はありません

•チームを組むための相談にも対応します
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PM専攻についての質問はこちらへ
Alexander Vazhenin (vazhenin@u-aizu.ac.jp) 研究室︓145-B
吉岡 廉太郎 （rentaro@u-aizu.ac.jp)     研究室︓145-C
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