
PMIの文化的価値観 と
行動

より詳しい情報は、こちらのメールアドレス「culture@pmi.org」にお問い合わせください。



高みを目指す

PMIコミュニティに最大の
インパクトを与える、最高
品質の仕事基準を設定
します。

長期的な視点で考え、短
期間に行動することで道
を切り開きます。

すべての行動に意義が
あることを認識し、恐れ
ることなく自分の行動に
責任を持ちます。

容易にする

気軽に声をかけることが
できます。

事態が低迷したとき、よ
り良い方法を探ります。

最も重要なインパクトを
優先し、一番近いルート
を取ります。

歓迎する

すべての人に真の一体
感を提供します。なぜな
ら、多様性こそが私たち
をより強くしてくれるから
です。

人間性を持って行動し、
他者のニーズに配慮し、
共感し、尊重します。

相手の前向きな意図を
前提とし、批判すること
なく、理解しようと努めま
す。

好奇心を受け入
れる

PMIコミュニティにより良
いサービスを提供する方
法を常に追求しています。

課題を革新のチャンスと
捉え、それに取り組みま
す。

きちんと成就するために
は、フェイルファスト（早く
失敗すること）ができると
感じています。

共に実現する

ミッションに向かって共に
取り組むのに役立つ、深
い信頼関係を築きます。

共通の目的をもって、コ
ミュニティとして団結し、
インパクトを生み出すた
めに前進します。

グローバルな目標に沿う
ように行動しつつ、ロー
カルに実現する権限を与
えられます。

PMIの文化的価値観



容易にする
気軽に声をかけることができます。

事態が低迷したとき、より良い方法を探ります。

最も重要なインパクトを優先し、一番近いルートを取ります。

行動:

• 誠実に思いやりをもって話し、正しい結果を迅速に導き出します。

• 関係者のニーズに沿った明確でシンプル、かつ透明性のあるコミュニケーションと対話ができ

るようにします。

• 可能な限り複雑さを軽減し、障壁を取り除きます。

• 適切な人材を適切な方法で関与させます。

• 可能な限り迅速に行動し、必要に応じて意見を求め、自分の決定を裏付ける経験やデータを

備えています。

• 最も大切なことに「イエス」と言えるよう、あることには「ノー」と言います。



高みを目指す
PMIコミュニティに最大のインパクトを与える、最高品質の仕事基準を設定しま
す。

長期的な視点で考え、短期間に行動することで道を切り開きます。

すべての行動に意義があることを認識し、恐れることなく自分の行動に責任を
持ちます。

行動:

• 一貫して優れた経験と仕事を実現させ、より良い方法を常に追求します。

• 業界トレンドを常に把握し、その洞察をもとに、より質の高い仕事を目指します。

• 長期的な影響を考慮しながら迅速かつ持続的に行動しつつ、リスクは正しく取っていきます。

• 自己を認識し、定期的にフィードバックを求め、それを自己の成長の道しるべとして歓迎します。

• 行動志向であると共に、結果に責任を持ちます。

• 倫理的かつ誠実に行動し、常に約束を守り、他者が同様に行動すると信頼します。



歓迎する
すべての人に真の一体感を提供します。なぜなら、多様性こそが私たちをよ
り強くしてくれるからです。

人間性を持って行動し、他者のニーズに配慮し、共感し、尊重します。

相手の前向きな意図を前提とし、批判することなく、理解しようと努めます。

行動:

• 無礼や偏見、差別があった場合は、遠慮なく発言します。

• 安全で、協力的で、敬意のある環境を作り、全員が自分のニーズを声に出すことができ、す

べての声が聞こえるようにします。

• 自分自身の先入観や背景を意識します。

• 他者のユニークな背景、ニーズ、経験、および視点を理解するのに時間をかけます。

• 他者に共感し、相手の長所を見抜き、協力して成功する機会を探ります。

• 自身の健康とメンタルヘルスを優先し、他者も同じようにできるためのゆとりを設けます。



好奇心を受け入れる
PMIコミュニティにより良いサービスを提供する方法を常に追求しています。

課題を革新のチャンスと捉え、それに取り組みます。

きちんと成就するためには、フェイルファスト（早く失敗すること）ができると感
じています。

行動:

• クリティカル・ シンキングで真実を見極め、PMIコミュニティのニーズをよりよく満たすことがで

きる解決策を提案します。

• PMIの枠を越えて、価値を創造し改善するための新しい方法を探ります。

• 自分が直面する問題に対し、率先して責任をもって解決します。

• 常にオープンマインドで探求心を豊かに持ち、変化の機会を受け入れます。

• 安心して試行ができ、改善への道しるべとして失敗を共有できる環境を整えます。

• 常に他の人から学び、「正しい」道は常に一つではないことを認識しています。



共に実現する
ミッションに向かって共に取り組むのに役立つ、深い信頼関係を築きます。

共通の目的をもって、コミュニティとして団結し、インパクトを生み出すために
前進します。

グローバルな目標に沿うように行動しつつ、ローカルに実現する権限を与え
られます。

行動:

• 単なるつながりではなく、長く続く個人的な信頼関係を築きます。

• 理解するために耳を傾け、解決に向けて協力する方法を探ります。

• 成功と学びを称賛し、皆がより速く成長し、前進できるようにします。

• 皆が成功してこそ自分も成功できることを認識し、周りの人をサポートします。

• 明確な枠組みの中で自由を与え、意味のあるエンパワーメントを提供します。

• 自分の行動がPMIコミュニティのすべてのメンバーに与える影響を考慮し、ミッションの実現に

向けて、全体として最善の結果を生み出すよう行動します。



容易にする 高みを目指す 歓迎する 好奇心を受け入れる 共に実現する

気軽に声をかけることができま

す。

事態が低迷したとき、より良い方

法を探ります。

最も重要なインパクトを優先し、

一番近いルートを取ります。

行動:

• 誠実に思いやりをもって話し、正し

い結果を迅速に導き出します。

• 関係者のニーズに沿った明確でシ

ンプル、かつ透明性のあるコミュニ

ケーションと対話ができるようにしま

す。

• 可能な限り複雑さを軽減し、障壁を

取り除きます。

• 適切な人材を適切な方法で関与さ

せます。

• 可能な限り迅速に行動し、必要に応

じて意見を求め、自分の決定を裏付

ける経験やデータを備えています

• 最も大切なことに「イエス」と言える

よう、あることには「ノー」と言います。

PMIコミュニティに最大のインパク
トを与える、最高品質の仕事基
準を設定します。

長期的な視点で考え、短期間に
行動することで道を切り開きます。

すべての行動に意義があること
を認識し、恐れることなく自分の
行動に責任を持ちます。

行動:

• 一貫して優れた経験と仕事を実現さ

せ、より良い方法を常に追求します。

• 業界トレンドを常に把握し、その洞察

をもとに、より質の高い仕事を目指し

ます。

• 長期的な影響を考慮しながら迅速か

つ持続的に行動しつつ、リスクは正

しく取っていきます。

• 自己を認識し、定期的にフィードバッ

クを求め、それを自己の成長の道し

るべとして歓迎します。

• 行動志向であると共に、結果に責任

を持ちます。

• 倫理的かつ誠実に行動し、常に約束

を守り、他者が同様に行動すると信

頼します。

すべての人に真の一体感を提供
します。なぜなら、多様性こそが私
たちをより強くしてくれるからです。

人間性を持って行動し、他者の
ニーズに配慮し、共感し、尊重し
ます。

相手の前向きな意図を前提とし、
批判することなく、理解しようと努
めます。

行動:

• 無礼や偏見、差別があった場合は、

遠慮なく発言します。

• 安全で、協力的で、敬意のある環境を

作り、全員が自分のニーズを声に出

すことができ、すべての声が聞こえる

ようにします。

• 自分自身の先入観や背景を意識しま

す。

• 他者のユニークな背景、ニーズ、経験、

および視点を理解するのに時間をか

けます。

• 他者に共感し、相手の長所を見抜き、

協力して成功する機会を探ります。

• 自身の健康とメンタルヘルスを優先し、

他者も同じようにできるためのゆとり

を設けます。

PMIコミュニティにより良いサービ
スを提供する方法を常に追求して
います。

課題を革新のチャンスと捉え、そ
れに取り組みます。

きちんと成就するためには、フェイ
ルファスト（早く失敗すること）がで
きると感じています。

行動:

• クリティカル・ シンキングで真実を見

極め、PMIコミュニティのニーズをより

よく満たすことができる解決策を提案

します。

• PMIの枠を越えて、価値を創造し改善

するための新しい方法を探ります。

• 自分が直面する問題に対し、率先し

て責任をもって解決します。

• 常にオープンマインドで探求心を豊か

に持ち、変化の機会を受け入れます。

• 安心して試行ができ、改善への道しる

べとして失敗を共有できる環境を整え

ます。

• 常に他の人から学び、「正しい」道は

常に一つではないことを認識していま

す。

ミッションに向かって共に取り組
むのに役立つ、深い信頼関係を
築きます。

共通の目的をもって、コミュニティ
として団結し、インパクトを生み出
すために前進します。

グローバルな目標に沿うように行
動しつつ、ローカルに実現する権
限を与えられます。

行動:

• 単なるつながりではなく、長く続く個

人的な信頼関係を築きます。

• 理解するために耳を傾け、解決に向

けて協力する方法を探ります。

• 成功と学びを称賛し、皆がより速く成

長し、前進できるようにします。

• 皆が成功してこそ自分も成功できる

ことを認識し、周りの人をサポートし

ます。

• 明確な枠組みの中で自由を与え、意

味のあるエンパワーメントを提供しま

す。

• 自分の行動がPMIコミュニティのす

べてのメンバーに与える影響を考慮

し、ミッションの実現に向けて、全体

として最善の結果を生み出すよう行

動します。
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