
ＰＭ資料ガイド

項目 プロジェクト Rev. 年月日 作成
プロジェクトマネジメント 0 01/03/11西山寛志

対象 一般
視点 国内におけるプロジェクトマネジメント分野の出版リスト

番号 書名 出版社 価格 出版日 著者、編者 備考
1 ホワイトカラーのプロジェクト・マネジメント 生産性出版 \1,800 2000-12-20出版 飯久保　広嗣【監修】・デシジョンシステム【編】
2 図解　これは使えるプロジェクトマネジメント オーム社 \2,800 2000-11-30出版 小林　元一・高橋　暁【編】・ＩＳＯ‐ＭＳ研究会第４分科会【著】
3 現実主義者によるプロジェクトマネジメント 朝日出版社 \3,500 2000-11-28出版 池田　俊伸【著】
4 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ２０００ステップバイステップ 日経ＢＰソフトプレス \2,980 2000-10-09出版 チャットフィールド，カール・S．〈Chatfield, Carl S. 〉・ジョンソン，ティモシー・D．【著】
5 製品とプロセス/ソフトウェアプロジェクトの管理 日科技連出版社 \6,800 2000-10-06出版 ロジャー S・プレスマン【著】
6 プロジェクトにおける決定分析 （財）先端建設技術センター \2,500 2000-06-20出版 ＰＭＩ東京（日本）支部　翻訳出版委員会【編】
7 ＭＩＴアテナプロジェクトのすべて カットシステム \2,600 2000-05-10出版 シャンパイン，ジョージ・Ａ．【著】〈Ｃｈａｍｐｉｎｅ，Ｇｅｏｒｇｅ　Ａ．〉
8 建設プロジェクト・マネジメントの基礎 （財）先端建設技術センター \3,500 2000-04-20出版 ＰＭＩ東京（日本）支部　翻訳出版委員会【編】
9 ＰＭ用語定義辞典 大成出版社 \3,000 2000-04-20出版 ＰＭＩ東京（日本）支部　用語辞典編纂委員会【編】
10 よくわかるプロジェクトマネジメント 日本実業出版社 \1,600 2000-04-15出版 西村　克己【著】
11 新製品開発のプロジェクトマネジメント 同友館 \3,000 2000-03-01出版 高橋　隆一【編著】
12 プロジェクト・マネジメント―実践的技法とリーダー育成 ダイヤモンド社 \2,000 2000-02-10出版 福沢　恒【著】
13 建設プロジェクトのコストマネジメント 日本能率協会マネジメントセンター \3,500 2000-02-01出版 佐藤　隆良【著】
14 現場で役立つ図解プロジェクトマネジメント実務マニュアル 日刊工業新聞社 \2,800 2000-01-28出版 奥出　達都摩【著】
15 建築決断のコスト―プロジェクトマネジメントのための芸術・工学・環境 建設物価調査会 \3,000 1999-11-10出版 黒田　隆・高橋　照男【共著】
16 図解　国際標準プロジェクトマネジメント 日科技連出版社 \2,400 1999-11-09出版 能沢　徹【著】
17 ＰＭ用語英和対訳集 大成出版社 \1,300 1999-10-30出版 プロジェクトマネジメント学会研究委員会PM手法・技術領域研究会・PM基礎技術研究会【編】
18 使える計画技法ＰＥＲＴ／ＣＰＭ ＰＨＰ研究所 \1,300 1999-09-16出版 加藤　昭吉【著】
19 プロジェクト・マネジメント実践講座 日刊工業新聞社 \1,800 1999-07-30出版 芝　安曇・小西　喜明【著】
20 プロジェクトマネジメント革新 生産性出版 \2,600 1999-06-30出版 芝尾　芳昭【著】
21 鉄道プロジェクトの費用対効果分析マニュアル 運輸政策研究機構 \2,100 1999-06-18出版 運輸省鉄道局【監修】
22 プロジェクトの進め方がよくわかる本 実務教育出版 \1,500 1999-05-30出版 是沢　輝昭【著】
23 建築のプロジェクト・マネジメント 丸善 \4,300 1999-05-25出版 レビー，シドニー・Ｍ．【著】
24 国内プロジェクトファイナンス 近代セールス社 \1,800 1999-04-30出版 大内　勝樹【著】
25 ソフトウェア開発のプロジェクトマネジメント入門 日刊工業新聞社 \2,400 1999-04-20出版 Ｒｉｃｋｅｔｔｓ，Ｉａｎ W．【著】・日本技術士会プロジェクトチームＩＴ２１の会【訳】
26 プロジェクト９８によるトラブル脱出シミュレーション エスシーシー \2,800 1999-04-01出版 大崎　康生【著】・ＳＣＣライブラリーズ【編】
27 未来をビジュアル化するプロジェクト管理 エスシーシー \2,400 1999-04-01出版 増倉　洋【著】・ＳＣＣライブラリーズ【編】
28 ＰＦＩとプロジェクトファイナンス 東洋経済新報社 \2,400 1999-04-01出版 第一勧業銀行国際金融部【編】
29 ＰＭプロジェクト・マネジメント入門 日本能率協会マネジメントセンター \1,600 1999-04-01出版 ヘインズ，マリオン・Ｅ．【著】〈Ｈａｙｎｅｓ，Ｍａｒｉｏｎ　Ｅ．〉・中嶋　秀隆【訳】
30 クライアント／サーバ　プロジェクト管理べし・べからず ソフト・リサーチ・センター \3,300 1999-03-25出版 塚原　壑・鷲崎　早雄【著】
31 プロジェクト迷走す 日科技連出版社 \3,200 1999-02-04出版 ドラモンド，ヘルガ【著】
32 事業投資を成功させるプロジェクト立案・審査マニュアル 日本能率協会マネジメントセンタ－ \37,000 1999-01出版 小笠原泰；森直之
33 使える計画技法ＰＥＲＴ／ＣＰＭ ＰＨＰ研究所 \1,300 1999/9/16出版 加藤　昭吉【著】
34 実戦的プロジェクト・マネ－ジメント 日本測量協会 \2,124 1999/06出版 今村遼平 
35 ソフトウェアプロジェクト管理 ピアソンエデュケ－ション \5,200 1999/05出版 ロイス・ウォ－カ－
36 プロジェクトマネジメントにおける品質の指針とその解説 日本規格協会 \2,300 1998-12-10出版 中村　翰太郎【編】・エンジニアリング振興協会【監修】
37 プロジェクト・リーダのためのソフトウェア開発計画・推進・実践マニュアル ソフト・リサーチ・センター \2,900 1998-11-05出版 菅野　文友【著】
38 夢をプロジェクトとして起ち上げる法 ダイヤモンド社 \1,600 1998-10-22出版 川勝　良昭【著】
39 ＰＦＩを視野に入れて　実例　官民パートナーシップ・プロジェクト 大蔵省印刷局 \1,900 1998-09-10出版 北海道東北開発公庫【監修】・北海道東北地域経済総合研究所【編】
40 ＰＭプロジェクト・マネジメント 日本能率協会マネジメントセンター \2,000 1998-09-01出版 中嶋　秀隆【著】
41 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　９８徹底解説 ソフトバンク \12,000 1998-05-06出版 パイロン，ティム【著】〈Ｐｙｒｏｎ，Ｔｉｍ〉・ベルリッツ・ジャパン【訳】
42 ＴＯＣクリティカル・チェーン革命 日本能率協会マネジメントセンター \1,800 1998-04-25出版 稲垣　公夫【著】
43 これでわかるプロジェクト９８ エスシーシー \2,800 1998-04-01出版 「ＳＣＣライブラリーズ」制作グループ【編】
44 Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ９８ステップバイステップ 日経ＢＰ出版センター \3,800 1998-03-26出版 カタパルト社【著】
45 クライアント／サーバ　プロジェクト管理マニュアル ソフト・リサーチ・センター \3,800 1998-03-25出版 高根　宏士【著】
46 ソフトウェア　プロジェクト　サバイバル　ガイド 日経ＢＰ出版センター \3,800 1998-03-02出版 マッコーネル，スティーブ【著】
47 デスマーチ トッパン \2,200 1998-01-22出版 ヨードン，エドワード【著】
48 プロジェクト事業収支の読み方・つくり方 綜合ユニコム \30,000 1998/09出版

49 オブジェクト指向開発のプロジェクト管理 アジソン・ウェスレイ・パブリッシャ－ズ \6,900 1997-12出版 アデ－ル・ゴ－ルドバ－グ；ケネス・Ｓ．ラビン
50 組織が活力を取りもどす―プロジェクトの立案から監査まで 同友館 \2,600 1997-12-15出版 林　伸二【著】
51 ソフトウェア開発における　プロジェクト・リーダの条件 ソフト・リサーチ・センター \1,900 1997-10-25出版 菅野　文友【著】
52 プロジェクトマネジメントとプロジェクトネットワーク技法 日本規格協会 \5,200 1997-09-01出版 ロキヤー，キース〈Ｌｏｃｋｙｅｒ，Ｋｅｉｔｈ〉・ゴードン，ジェームス【著】
53 プロジェクト・ファイナンス入門 近代セールス社 \1,800 1997-07-10出版 西川　永幹・大内　勝樹【著】



番号 書名 出版社 価格 出版日 著者、編者 備考
54 これだけは知っておきたい　プロジェクトマネジメントの知識 鹿島出版会 \2,400 1997-06-20出版 高橋　照男【著】
55 大型プロジェクトの評価と課題 晃洋書房 \2,900 1997-06-10出版 坂本　忠次・鈴木　茂・橋本　了一【編著】
56 新プロジェクト管理の方法 アスキー \15,000 1997-05-20出版 江崎　通彦【著】
57 プロジェクト・ファイナンス きんざい \2,800 1997-05-20出版 小原　克馬【著】
58 プロジェクト管理術 ソフトバンク \2,427 1996-11-11出版 大原　秀子【著】
59 マルチプロジェクト戦略 有斐閣 \2,800 1996-10-30出版 延岡　健太郎【著】
60 新・成功するプロジェクト管理の極意 ソフトバンク \3,107 1996-02-22出版 三菱電機東部コンピュータシステムプロジェクト研究会【著】
61 標準プロジェクトマネージャ教科書 オーム社 \2,300 1996-01-25出版 小野村　英敏【著】
62 企業内プロジェクト　推進の手引き 日刊工業新聞社 \1,942 1995-05-30出版 針谷　忠郎【著】
63 プロジェクトマネ－ジャテキスト 中央情報教育研究所 \2,408 1995-02出版
64 プロジェクトの見積りと管理のポイント 共立出版 \4,800 1995-02-25出版 Ｐｕｔｎａｍ，Ｌ．Ｈ．・Ｍｙｅｒｓ，Ｗ．【著】・研野　和人【訳】
65 建設プロジェクト統合情報システム パシフィックコンサルタンツ \5,000 1995/12出版
66 システム再構築プロジェクトの計画と管理 丸山学芸図書 \3,689 1994-11-25出版 木ノ下　勝郎【著】
67 開発コンサルタントの記録 海外コンサルティング企業協会 \1,456 1994-06出版
68 プロジェクトマネ－ジャ育成カリキュラム 中央情報教育研究所 \2,408 1994-03出版
69 建設プロジェクト組織 鹿島出版会 \5,800 1994-02-28出版 ベネット，ジョン【著】
70 建築プロジェクトのコストプランニング 建設物価調査会 \5,340 1993-11-20出版 黒田　隆・田村　誠邦・高橋　照男【共著】
71 ソフトウェア・プロジェクトの実績データ収集・分析技法 ソフト・リサーチ・センター \4,467 1993-11-15出版 大場　充【著】
72 社内プロジェクト推進マニュアル ＰＨＰ研究所 \1,262 1993-11-15出版 沢本　豊雄【著】
73 ソフトウェア技術者のためのプロジェクト管理の成功への秘訣 共立出版 \4,800 1993-09-05出版 Ｏｕｌｄ，Ｍａｒｔｙｎ　Ａ．【著】・古宮　誠一・本位田　真一【監訳】
74 プロジェクトマネジメントの時代 工業調査会 \1,845 1993-05-10出版 志賀　雅人【著】
75 プロジェクトリーダー読本 日本生産性本部 \1,942 1992-09-30出版 池田　隆寛【著】
76 成功させる組織化 日科技連出版社 \2,136 1992-09-14出版 菅野　文友・石田　厚子【著】
77 システム・インテグレーションのための構造化プロジェクト管理 近代科学社 \4,369 1992-03-30出版 ローツハイム，Ｗ．Ｈ．【著】
78 マクロ・プロジェクトの成功と失敗 内田老鶴圃 \3,800 1991-11-25出版 Ｍｏｒｒｉｓ，Ｐｅｔｅｒ　Ｗ．Ｇ．・Ｈｏｕｇｈ，Ｇｅｏｒｇｅ　Ｈ．・Ｍａｊｏｒ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ【著】・平木　俊一【監訳】
79 ソフトウェア・プロジェクト管理―技法と実践事例〈上〉 ソフト・リサーチ・センター \6,602 1991-11-01出版
80 ソフトウェア・プロジェクト管理―技法と実践事例〈下〉 ソフト・リサーチ・センター \6,408 1991-11-01出版
81 プロジェクト管理のメカニズム 日科技連出版社 \1,800 1991-05-27出版 菅野　文友【著】
82 小・中規模のプロジェクトマネジメント 日刊工業新聞社 \2,913 1991-04-30出版 Ｋｅｒｚｎｅｒ，Ｈａｒｏｌｄ・Ｔｈａｍｈａｉｎ，Ｈａｎｓ【著】・中根　雅夫【訳】
83 実践ＣＩＭ計画 日刊工業新聞社 \2,621 1991-04-25出版 ヘイズ，リー【著】〈Ｈａｌｅｓ，Ｈ．Ｌｅｅ〉・稲崎　宏治・若山　由美【訳】
84 ＳＩＳプロジェクト・リーダーを命ず 日本経済新聞社 \1,262 1991-02-18出版 勝本　宗男【著】
85 建設業の２１世紀巨大プロジェクト 日本能率協会 \1,942 1991-01-25出版 間組・清水建設・大林組【編】
86 国際建設プロジェクトの進め方 丸善 \7,000 1990-10出版 土木学会
87 建築プロジェクトのコストプランニング 建設物価調査会 \4,661 1990-08-25出版 黒田　隆・田村　誠邦・高橋　照男・富谷　豪【共著】
88 現代アメリカ建設学 プロジェクト・マネジメント入門 建設行政出版センタ－ \3,000 1989-12出版
89 公共プロジェクトの発注手続き 東洋経済新報社 \3,786 1989-12-21出版 畔上　統雄【著】
90 ＳＥプロジェクト成功の鍵 日科技連出版社 \2,500 1989-06-28出版 佐藤　真・牧野　勝【著】
91 ソフトウェア開発のプロジェクト管理 日刊工業新聞社 \2,800 1989-05-15出版 篠山　勲【著】
92 建設のプロジェクトマネジメント 鹿島出版会 \3,200 1987-11-20出版 ベネット，ジョン【著】
93 国際プロジェクト契約ハンドブック 有斐閣 \3,800 1987-07-20出版 高柳　一男【編】
94 品質と生産性を重視したソフトウェア開発プロジェクト技法 近代科学社 \4,200 1987-06-20出版 ＤｅＭａｒｃｏ，Ｔｏｍ【著】・渡辺　純一【訳】
95 エンジニアリング　プロジェクト・マネジメント用語辞典 重化学工業通信社 \3,800 1986-03-25出版 プロジェクト・マネジメント用語研究会【編著】 絶版
96 ＰＥＲＴのはなし 日科技連出版社 \1,550 1985/03出版 柳沢滋
97 建設工事プロジェクト・マネジメント実践マニュアル ジャテック出版 \3,900 1984-10出版 リチャ－ド・ハドソン・クラフ ；グレン・Ａ・シア－ズ 
98 プロジェクトマネジメントの手引き 日刊工業新聞社 \3,500 1982-10出版 リン・Ｃ・スタッケンブルック
99 プロジェクトエンジニヤ 東京化学同人 \2,800 1981-07出版 化学工学協会
100 土木工学大系 17 プロジェクトマネジメント 彰国社 \4,500 1976ー10出版 土木工学大系編集委員会


