
デジタルプロジェクトマネージャー
デジタルプロジェクトのライフサイクル全体を通して計画通り円滑に遂⾏し、予算内にプロジェクトを
完了させましょう︕

学⼠号レベル
ディプロマ

プロジェクトマネジメント

受講期間の⽬安:
12カ⽉

受講時間:
約750時間

⽇本語サポート 個⼈メンター

*NSF 326-レベル6（EU）6（UK）学⼠号レベルの卒業証書（フランス）-省令によりRNCPに2018年7⽉8⽇に提出
2017年9⽉3⽇正式公開



デジタルプロジェクトマネージャーの役割とは︖

デジタルプロジェクトマネージャーには、以下のような様々なデジタルプロジェクトの⽴ち上げを調整する責任がありま
す︓

• 企業のウェブサイト
• モバイルアプリ
• eコマースプラットフォーム
• ソフトウェアプロジェクト等

上記のプロジェクトがスムーズに実⾏できるよう、管理することがデジタルプロジェクトマネージャーの仕事です。すなわ
ち計画通りに完了するだけでなく、計画通りの予算内に収まった状態で、かつ完了時の品質も保証しなければい
けません。またどの段階においても、⾃分のチームメンバーとクライアント双⽅の満⾜度を維持しなければいけない重
要な役割でもあります。

これを実現するためには、以下の⼈員が含まれるチームを編成する必要があります︓
• 開発者
• デザイナー
• オンラインマーケティングスペシャリスト

上記のステークホルダーは、直⾯する課題に最適なプロジェクト管理⽅法の選択をご⾃⾝に求めることになります。
プロジェクト管理の仕⽅は、アジャイル⽅式または従来のワークフローを選択することができます。

また、チームを代表してクライアントと定期的に会議を⾏い、報告しなければいけません。クライアントは社内の別部
署、もしくはエージェンシー等で勤務されている場合は外部クライアントの可能性もあります。

何を学ぶ︖

このコースでは、下記のスキル習得が可能です︓

• クライアントのニーズの分析
• デジタルプロジェクトの完了および継続的な改善に向けた⽂書化
• リスクの除去・最⼩化・排除のためのアクションポイント⼀覧化
• 技術、デザイン、マーケティングスキルを総動員させたうえでデジタルプロジェクトを先導
• チームメンバー間の役割のアサインと業務の合理化
• テストおよび品質保証プロセスの計画化
• 定量的および定性的なプロジェクト報告の保証 等

受講条件

• ⾼校卒業資格またはGCSEレベル
• 英語⼒（CEFRレベルのB2、IELTSバンドスコア6.5、またはTOEFLスコア80 推奨）
• コンピューター（WindowsまたはMac）、ヘッドフォン、Webカメラ、安定的なインターネット接続

ご質問がありますか︖弊社の学⽣アドバイザーまでお問い合わせください︓+44-20-3868-9900, +1-
(929)-376-0101。または、こちらから情報請求を⾏えます。受付時間︓⽉曜〜⾦曜, 8:30〜18:00 (英国
時間)。東部標準時では13:00まで。
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デジタルプロジェクトマネージャーの
道のりを開始しよう
デジタルプロジェクトマネージャーの新しい役割をスタートさせ、その役割と意味を理解しましょう︕
最初のプロジェクトではダッシュボードを作成し、デジタルプロダクト分野でのイノベーションの最新情報
を常に把握できるようにします。

習得スキル

• テクノロジーの最新アップデートを常に⼊⼿できる仕組みを設定する
• チームと最善慣習を共有する
• 信頼性および関連性の⾼い情報源から⼊⼿する
• ⼀連のテクノロジーに関連する情報源の選択

関連コース

3

プロジェクト 1 -40 時間

学習法を学ぶ
Learn How to Learn

初級 6 時間

迅速かつ効率的に学ぶ⼒は、⽣涯を通じて、あらゆる分野やキャリアへの扉を開く重要な
スキルです。このコースを受講することで学習能⼒を⾼め、⼈として、キャリアマンとしての⾃
分の成⻑を管理しましょう︕

関連コース

プロジェクトマネジメント⼊⾨
Project Management 101

初級 6 時間

このコースでは、⼤規模な外部クライアント向けのプロジェクト計画を作成する⽅法を
学習します。予算とコストだけでなく、作業の⾒積もりと納期の計画も⾏いましょう。
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最新イノベーションに遅れを取らない
Stay Up to Date With Innovations in Your Field

初級 4 時間

業界の変化を常に把握して⾃⾝のキャリア開発に必要な領域を特定し、デジタル時代で
の効率的な仕事の仕⽅を⾝に着けよう︕
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クライアントブリーフ（要件定義書）
を元にウェブサイトを構築
⼈気のフィットネスクラブが初のWebサイトを⽴ち上げたいと考えています。クライアントブリーフを
もとに、詳細なワイヤーフレームを使いながらプロモーション⽤Webサイトを構築しましょう︕

習得スキル

• サイトのコンテンツを構造化してSEO（検索エンジン最適化）を保証
• メディア毎にスタイルガイドを適⽤
• Webアナリティクスツールを使⽤してサイトのパフォーマンスを測定
• プロダクトに最適なWebベーステクノロジーを選択
• CMSを使⽤してWebサイトを制作

5

プロジェクト 2 -70 時間

関連コース

クリエイティブプロジェクトを管理しよう
Manage creative projects

初級 8 時間

プロジェクトを整理し、他のチームメンバー、部署と効率的にコラボ
レーションする⽅法を学びます。

WordPressサイトを簡単かつ美しく構築する
Build quick and beautiful WordPress sites

初級 10時間

WordPressは、あらゆるタイプのWebサイトを構築するために不可⽋なツール
です。プラットフォーム上で⾒栄えの良いサイトをすばやく⽴ち上げる⽅法をマス
ターしましょう。
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検索エンジン最適化(SEO)であなたのウェブサイトへのトラフィッ
クを増やす
Drive Traffic to Your Website With Search Engine
Optimization(SEO)

初級 10時間

組織の全体的なオンラインマーケティング計画の⼀部として効果的なSEO戦略
を実装する⽅法を学びます。 Googleからあなたのウェブサイトへのオーガニック
トラフィックを増やします。

6

Webコンテンツをアクセシブルに
Make Your Web Content Accessible

初級 6 時間

障害を抱える⼈々は、どのように⽀援技術を⽤いてWebと関わり合うのでしょう
か︖このコースでは、Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 
を使⽤してWebアクセシビリティの問題を評価し、デジタルインクルージョンを念
頭に、ビジュアルデザインからインタラクションまでを設計します。
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開発スプリントに参加して
オンラインストアをWebサイトに追加
フロリダにある流⾏の理髪店チェーン店は、⾃社製品をオンラインで販売することで販売⽅法の多
様化を⽬指しています。サイトへのオンラインストアの追加を検討し、本格稼働の準備を保証しま
しょう。

習得スキル

• プロダクト開発全体を通して、Webの品質標準とのコンプライアンスを保証する
• 適切な図式を使⽤してデータベースモデルを作成
• 納品されたインターフェースのコンプライアンスをモックアップを使⽤して確認
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プロジェクト 3 -40 時間

関連コース

UXデザインの世界
Dive into UX Design

初級 8 時間

ユーザーエクスペリエンスデザイナーの視点を通して物事を新たに探求しましょう。
研究から設計まで、主要なUXの原則とプロセスを学びます。

アジャイルプロジェクト管理とスクラムについて学ぶ
Learn About Agile Project Management and SCRUM

初級 15時間

アジャイルなソフトウェア開発の原則を学びましょう。SCRUMチームによるスプリントの計画、
各サイクルへのフィードバックの組み込み、レトロスペクティブ（振り返り）、デイリー会議の
仕⽅について発⾒します。
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アジャイルドキュメントの作成︓ユーザーストーリーとアクセプタンステスト
Write Agile Documentation: User Stories and Acceptance Tests

中級 10時間

プロジェクト管理という環境の中でのコミュニケーション⽅法を学びましょう︕ ユーザーストー
リーとアクセプタンステストを使⽤して機能の詳細を定義し、アジャイル要件フォーマットを活
⽤しながらWikiに要件を保存する⽅法を学習します。

開発にドメイン主導型のデザインアプローチを適⽤
Apply a Domain-Driven Design Approach to Development

初級 4 時間

DDDを使い、技術的アーキテクチャをプロジェクトの様々なステークホルダーに伝えましょ
う。UMLユースケース図とクラス図を使ってファンクショナルモデリングを学びます。
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ポートフォリオWebサイト制作を通じて
デジタルマーケティングスキルを育む
⾃⾝の作品を披露するためのポートフォリオWebサイトをデザインしながら、デジタルマーケティングスキル
を向上させましょう︕これまでの経験と作品ポートフォリオを掲載し、⾃⾝の業界に関連するトレンドトピッ
クの記事を書き上げます。

習得スキル

• 運⽤マーケティング計画をデザイン
• 具体的なのエディトリアル視点に準じたコンテンツを作成
• コミュニケーション活動の⼀貫性を確保するための編集戦略を定義
• エディトリアルカレンダーに従った実装
• スタイルガイドの作成
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プロジェクト 4 - 100 時間

関連コース

ポートフォリオとケーススタディを準備する
Prepare Your Portfolio and Case Studies

中級 20 時間

美しくデザインされたケーススタディを盛り込んだポートフォリオを作成し、他の候
補者から⾃分を差別化しましょう︕オンライン全体で⾃分のプレゼンスを確⽴
することも忘れずに。
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編集者のように考える（コンテンツ戦略とUXライティング）
Think like an editor (content strategy and UX writing）

初級 10 時間

デザイン市場における競争優位性を⼿に⼊れるために、ご⾃⾝のライティングスキルを磨きま
しょう︕ UXデザイナーは、コンテンツストラテジストやUXライターといった役割も⼀部担う必要
があります。

デジタルマーケティング⼊⾨
Discover Digital Marketing

初級 8 時間

デジタルマーケティングの基礎へようこそ︕⾒込み客をリードに、リードを顧客に、顧客を他
社にも推奨してくれるブランドアンバサダーに変⾝させるマーケティング戦略⽅法を学びます。
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Webベースのプロジェクト内で
グラフィックを全⾯的に更新
商品は素晴らしいのに、Webサイトが⽼朽化しているケースに直⾯したことはありませんか︖今回のプロ
ジェクトでは、⾒込み客に対してWebサイトを再設計するための提案を提⽰します。サイトに新たな魅⼒
を注⼊し、競合他社のベンチマーク、新しいスタイルガイド、詳細な制作概要、予算なども計画に含めま
しょう。

習得スキル

• プロジェクトが様々な利害関係者に与える影響をマッピング
• 競合他社をベンチマーキングする
• KPIの定義
• プロジェクトの範囲を定義
• 適切な管理ツールを使⽤してプロジェクトを率いる

11

プロジェクト 5 -60 時間

関連コース

ワイヤーフレームでシンプルなプロトタイプを作成する
Create Simple Prototypes With Wireframes

中級 15時間

ワイヤーフレームを使⽤して、Webサイトまたはアプリがどのように機能するかにつ
いて学びます。 さらにユーザーフローを図式化して⼿順を確認していきましょう。

ビジネス重視の要件定義書を作成
Create a Business-Focused Client Brief

中級 8 時間

ソフトウェアのアーキテクチャを作成するためには、まずクライアントのニーズをまとめ
る必要があります。構造的なガイドライン、ステークホルダー管理、アジャイル⼿
法を活⽤しながらプロジェクトに有効な機能要件を理解し、それらを⽂書化する
⽅法を学びましょう。
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開発者と連携して
社内⽤ソーシャルネットワークを構築
アプリの対象範囲と機能を定義し、⼀連の開発スプリントを成功へと導きましょう。

習得スキル

• 適切なプロジェクト⽅法論を選択
• プロジェクトの機能範囲を定義
• クライアントまたはエンドユーザーのニーズを分析
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プロジェクト 6 -60 時間

関連コース
アジャイル推定の基礎を学ぶ
Learn the Fundamentals of Agile Estimation

中級 10時間

推定法の性質について、またその潜在的な落とし⽳について学びましょう。ユーザーストー
リーを推定し、ユーザーストーリーマップを作成する⽅法を学習します。さらにプランニング
ポーカー、チーム⾒積もりワークショップ、ベロシティなどの概念についても学びます。

アジャイルドキュメントの作成︓ユーザーストーリーとアクセプタンステスト
Write Agile Documentation: User Stories and Acceptance Tests

中級 10 時間

プロジェクト管理という環境の中でのコミュニケーション⽅法を学びましょう︕ ユーザーストー
リーとアクセプタンステストを使⽤して機能の詳細を定義し、アジャイル要件フォーマットを活
⽤しながらWikiに要件を保存する⽅法を学習します。
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プロダクトのユーザーテストを⾏う (ユーザビリティテスト)
Test products on users (usability testing)

初級 8 時間

ユーザビリティテストにおけるベストプラクティスを活⽤し、ユーザーのメンタルモデル
への洞察を得るための⽅法を学びましょう︕調査結果を共有することも忘れずに。

チームで効率的に仕事をしよう
Work Effectively in a Team

中級 8 時間

チームワークは、業界関係なく不可⽋なスキルです。 そしてスキルである以上、
学習し体得することができます︕このコースでは、チームの⼤きな⼒となる「集団
的知性」を実現するための⾏動学的テクニックを学びます。
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⾰新的なプロジェクトの
実現可能性を分析
過去に仕事をしたことのあるクライアントから、⾰新的なプロジェクトの新規依頼が届きました。しかしなが
ら、そのプロジェクトにはいくつかの課題が法務的、安全衛⽣的、および予算的にも存在します。様々な
課題を考慮しながらリスクを特定し、実現可能性分析を⾏いましょう。

習得スキル

• デジタルプロジェクトに必要な⼈的および技術的リソースと予算を特定
• 制約およびリスクを検討し、プロジェクトの実現可能性を分析
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プロジェクト 7 -50 時間

関連コース

スプレッドシートでデータを管理する
Organize your data in a spreadsheet

初級 10 時間

Excel、LibreOffice Calc、MacのNumbers、またはGoogle Sheets
on Drvieに対応した、スプレッドシートの基礎を学習します。 基本データを
フォーマット化、分析、視覚化する⽅法を学びましょう。

プロフェッショナルな⽂書を準備する
Prepare professional written documents

初級 4 時間

プロフェッショナルとして、私たちの仕事上でのコミュニケーションの多くは書⾯で⾏われま
す。業界や職種問わず、プロとしてのライティングを習得したい⽅にとって本コースは必須
です︕
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デジタルプロダクトのリスク分析を⾏う
Conduct a Risk Analysis of Your Digital Project

中級 10 時間

潜在的なリスクを予測してプロジェクトの成功を保証しましょう。様々なプロジェク
トでリスクを分析する⽅法を学び、問題を回避するための予防計画を構築しま
す。
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ソフトウェアツールの
デザイン提案依頼に対応
⾃⾝が勤める代理店が、新しいクライアントである⾃動⾞会社「Tesli」向けのアプリを制作することになり
ました。アプリの仕様、制作プロセス、⾒積もりを含む提案書を作成しましょう。また、予算の詳細も準備
して上司から承認を受けます。

習得スキル

• ビジネス提案書を提⽰する
• ビジネス提案書を書く
• 関連する法的枠組みにプロジェクトに準拠していることを確認
• ⽅法論的、技術的、デザイン的な選択を正当化する
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プロジェクト 8 -80 時間

関連コース

パブリックスピーキング
Speak in Public

初級 6 時間

⼈前で話す際に必要なテクニックを習得しましょう︕ ストーリーテリングとマインドマッ
ピング技術を使ってスピーチ内容を作成し、効果的な練習な⾏い、⼈前で⾃信を
持って話す⽅法を本コースで学びます。

プレゼンテーションスキルの向上
Improve Your Presentation Skills

初級 6 時間

パワーポイントでプレゼンをする際に、冒頭のスライド数枚で観客が興味をなくしたと感じ
たことはありませんか︖ このコースでは、そのようなことが⼆度と起こらないようにするため
のプレゼンテーションのヒントとコツを共有します︕資料を美しくデザインし、強⼒なプレ
ゼンテーションを⾏う⽅法を学びましょう。
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Webサイト制作の最終段階を
監督する
本プロジェクトでは、クライアントとWeb代理店の間に発⽣した誤解を解く任務に就きます。両社の
間のコミュニケーションを改善し、テストプランを作成してWebサイトの最適なバージョンが実装される
までの道のりを監督します。

習得スキル

• デジタルプロジェクトの進捗を⽂書化し、納品する
• 内部/外部クライアントへの定量的および定性的なプロジェクト報告を確実に⾏う
• テストおよび品質保証プロセスを計画化する
• 納品されたプロダクトの最適な使⽤を保証するためのユーザーサポートを構築
• プロジェクトの改善計画を推奨し、適宜更新する
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プロジェクト 9 -150 時間

職場での対⽴を解決する
Resolve Conflict at Work

初級 8 時間

組織内の同僚は常に円滑に協業できるとは限らず、対⽴はどの場⾯でも起こり得
るものです。このコースでは、問題を解決し、対⽴を回避するための解決戦略を学
習します。

関連コース
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ソーシャルインパクトプロジェクトを
始動させ、経験から学ぶ
実社会に踏み出すときがきました。新規でWebサイトまたはWebサイトの再設計が必要な実際の⾮営
利団体を探してください。学校、スポーツ協会、環境プロジェクトなど、オンラインでのプレゼンスに改善が
必要な団体を特定し、Webサイトの構築を⼿助けましょう︕

習得スキル

• プロジェクトの進捗状況と個⼈の貢献度を報告する
• 制作の進捗状況と制作スケジュールの順守を監視
• チーム編成を⾏う
• プロジェクトで学んだ教訓を記録する
• 共通のドキュメントテンプレートを活⽤する
• チームへのリスクを予測して最⼩限に抑える
• プロジェクトを通して予算⽀出を厳しく監視
• チームメンバー間の業務分担を合理化する
• ⽣産的な会議を率いる
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プロジェクト 10 -100 時間

関連コース

プロジェクトマネジメント⼊⾨
Project Management 101

初級 6 時間

このコースでは、⼤規模な外部クライアント向けのプロジェクト計画を作成する⽅法を
学習します。予算とコストだけでなく、作業の⾒積もりと納期の計画も⾏いましょう。

Digital projectmanager
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チームで効率的に仕事をしよう
Work Effectively in a Team

中級 8 時間

チームワークは、業界関係なく不可⽋なスキルです。 そしてスキルである以上、
学習し体得することができます︕このコースでは、チームの⼤きな⼒となる「集団
的知性」を実現するための⾏動学的テクニックを学びます。
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