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実務入門　企画を立てる技術
佐藤　真介【著】

日本能率協会マネジメントセンター　2006.5

○出版社/著者からの内容紹介

請求記号 ビ／３３６．１／サト／８８９７４５ 資料コード 1108897451

図解入門ビジネス　最新　企画書の作り方と
見せ方がよーくわかる本
藤木　俊明【著】

秀和システム 2006.2

○内容紹介

請求記号 ビ／３３６．１／フシ／８８４４８６ 資料コード 1108844860

プレゼンテーションの教科書

脇山　真治【著】・日経デザイン【編】

日経ＢＰ社　2007.6

○内容紹介

請求記号 ビ／３３６．４９／ワキ／９１８２１８ 資料コード 1109182188

リストは次面

企画の立て方に正解はない。しかし、ヒットする企画には、共通の「押さえる
べきポイント」がある！　本書では、著者が考案した「あいであのちからメ
ソッド（ＩＰＭ）」の４つの力  目的設定力、情報処理能力、組み合わせ力、
マーケティング力と22のフレームワークを使った企画の立て方を解説。誰で
もできるこの方法で、あなたも企画・発想のプロフェッショナルをめざそう！

はじめてでもすぐに使える通る企画書のメソッドを解説した「企画書作成と
プレゼンテーション」の入門書。
いま「企画書作成スキル」がなぜ必要か？どのような場面で企画書は使わ
れるのか？など。
PowerPointやWord、Excelでの作り方もていねいに説明している。

日経デザイン、日経ビジネスオンラインで好評連載。
技術書やレイアウト集では身に付かない“総合力”を指導し、独自の「プレ
ゼンテーション関数」で弱点を重点補強。プレゼンテーションを総合的に理
解して確実にスキルアップするための指導書。
NBonline(日経ビジネス オンライン)の人気連載コラム「ダメプレゼン３０の教
訓」を収録。テクニックではなく知的パフォーマンスとして解説している。

通る企画・通すプレゼン
～企画に関する仕事術の本～

あらゆるビジネスシーンで求められている「企画」はプロジェクトの大本。その企画の立て方や
企画書の書き方、さらには企画内容のプレゼンテーションなどに関する資料を展示紹介します。

展示資料は貸出しもできます。ぜひご活用ください。



書名(タイトル) 編著者 出版社 出版年月 資料コード

企画の立て方

企画術の教科書
古舘プロジェクト
アングル

インデックス・コミュニ
ケーションズ

2007.7 1109223549

齋藤孝の企画塾 齋藤 孝 筑摩書房 2007.7 1109219789
「計画力」を強くする 加藤 昭吉 講談社 2007.5 1109169838
ＰＬＡＮＮＩＮＧ　ＨＡＣＫＳ！企画ハック！ 原尻 淳一 東洋経済新報社 2007.5 1109160903
提案力                                 ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ編集部 ダイヤモンド社 2006.6 1109157659
パワポ使いへの警告 榊原 廣 講談社 2006.6 1108942350
サラリーマンの企画術 北岡 俊明 総合法令出版 2006.4 1108875730

アイデアマンになる：企画時代を乗り切る発想術
古舘ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾞ
ﾚｰﾝ集団｢ｱﾝｸﾞﾙ｣

ソフトバンク
クリエイティブ

2005.12 1108953621

仕事脳 吉田 たかよし 講談社 2005.11 1108821041
ヒットを読む 品田 英雄 日本経済新聞社 2005.11 1108797330
先見力をつける 飛岡 健 日本経済新聞社 1997.11 1107401356
問題解決力をつける 小林 裕 日本経済新聞社 1996.11 1107122565
Q&A企画術 忰田 進一 総合法令 1994.11 1106643933
よい企画ができる事典 三谷 耕司 日本実業出版社 1991.6 1105740173
企画の技術 中川 昌彦 日本実業出版社 1991.3 1105658931
「思いつき」を企画にしてしまう本 板垣 英憲 かんき出版 1990.11 1105533982
企画・アイデアがどんどん生まれる本 石井 勝利 海南書房 1990.7 1105471208
ヒット企画が出せる本 広野 穣 産能大学出版部 1990.6 1105458500
実戦企画能力をグングン高めるステップ50 高橋 誠 こう書房 1989.3 1104797233
企画書の書き方
売れる企画書のつくり方 竹内 謙礼 日本実業出版社 2006.7 1108946298
企画書は1行 野地 秩嘉 光文社 2006.6 1108940848
スラスラ書ける!ビジネス文書 清水 義範 講談社 2006.4 1108897003
企画書立て方・書き方 福地 稔 西東社 2005.1 1108828104
プロが教える上級レベルの「企画提案書」大全 大沢 徹 すばる舎 2004.1 1108831010
PowerPointでつくる企画書作法 中野 明 秀和システム 2003.12 1108838924
明日のプレゼンで使える企画書・提案書の
つくり方

藤木 俊明 日本実業出版社 2003.11 1108827840

企画書・提案書のつくり方 安田 賀計 PHP研究所 2002.6 1108827831
<図解>ゼッタイに通る「企画書」作成マニュアル 忰田 進一 大和出版 1995.3 1106893963
「人を動かす文章」の書き方 国友 隆一 ぱる出版 1993.3 1106202948
企画書フォーマット事典 忰田 進一 明日香出版社 1992.12 1106157029
必ず通る企画書テクニック 松枝 史明 主婦の友社 1991.3 1105657907
企画書を書くための事典 忰田 進一 明日香出版社 1990.11 1105608312
よい企画のたて方と企画書実例集 安田 賀計 日本法令 1990.6 1105450647
企画書のつくり方・通し方 岡上 友太郎 明日香出版社 1989.3 1104787587
企画のプレゼンテーション
誰でもすぐに身につく「上手な話し方」 斎藤 ますみ 日本能率協会 2007.6 1109203555
交渉力入門 佐久間 賢 日本経済新聞出版社 2007.5 1109169669
実践プレゼンテーション入門 三宅 隆之 慶應義塾大学出版会 2006.8 1109000033
英語プレゼンテーションの技術 倉島 保美 日本経済新聞社 2006.7 1108970103
実務英語に強くなるよくわかるプレゼン英語 香月 秀文 日本能率協会 2006.4 1108875740

でかいプレゼン 高橋 征義
ソフトバンク
クリエイティブ

2005.12 1108860738

大人のプレゼン術 佐々木 直彦 PHP研究所 2005.7 1108774700
説得力 赤木 昭夫 日本放送出版協会 2005.3 1108677743
必ず相手を納得させる図解ロジカル・プレゼン
テーション

彼谷 浩一郎 日刊工業新聞社 2005.1 1108645928

マッキンゼー流プレゼンテーションの技術 G・ゼラズニー 東洋経済新報社 2004.12 1108641455
明日の企画書とプレゼンのための
パワーポイント800

オフィス・サウス
阪急コミュニケー
ションズ

2004.3 1108831709

ロジカル・プレゼンテーション 高田 貴久 英治出版 2004.2 1108473897
自分「プレゼン」術 藤原 和博 筑摩書房 2000.9 1107894052
プレゼンテーションの基本知識 山口 弘明 PHP研究所 1994.7 1106556050
勝利するプレゼンテーション S・マンデル 日本能率協会 1991.4 1105662845
プレゼンテーションに関するビデオ　　以下の資料は1階ＡＶ室にあります。視聴・貸出はそちらで。
すぐわかるプレゼンテーションの基本 日本経済新聞社 〔2006〕 3000238560
これなら完璧!プレゼンテーション 1 プレゼンテーションの基本  日本経済新聞社 c2001 3000238579
これなら完璧!プレゼンテーション 2 説明するテクニック 日本経済新聞社 c2001 3000238588

編集・発行　愛知県図書館　ビジネス情報コーナー　2007.9


