
☆はじめての起業
書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号

「起業」を決めたら「最初」に読む本
まるっと１冊でわかる！

大坪孝行／編著
起業プロサポーターズ／著

翔泳社 2016 B２４キ

女子のひとり起業　マイペースで働く！ 滝岡幸子 同文舘出版 2015 Ｂ２４ジ

マンガでやさしくわかる起業 中野裕哲
日本能率協会
マネジメントセンター 2015 B２４マ

好きを仕事に！
私らしいローリスク起業　自分サイズで行こう！！

キャリア３５ ビーケイシー 2013 Ｂ２４ス

ど素人がはじめる起業の本
おもわず会社を辞めたくなるアイデア満載

滝岡幸子 翔泳社 2014 Ｂ２４ド

失敗しない！フリーで個人で力強く独立できる
本

中野裕哲 明日香出版社 2016
Ｂ２４１シ

（北）

個人事業のはじめ方がすぐわかる本 ヒューマン・プライム 成美堂出版 2016 Ｂ２４コ

個人事業の教科書１年生
イラスト解説だから、はじめてでもスグできる

宇田川敏正／監修 新星出版社 2015
Ｂ２４コ
（北）

事業計画書がよ～くわかる本　ポケット図解
教科書と現実のギャップを埋める入門書

松本英博 秀和システム 2016 Ｂ２３ジ

独立開業を成功に導くはじめての資金調達
開業資金調達術

中野洋
幻冬舎メディア
コンサルティング

2014 Ｂ２４ド

ダンゼン得する知りたいことがパッとわかる

会社設立のしかたがよくわかる本
鎌田幸子　他 ソーテック社 2012 Ｂ２４カ

起業を目指す人のための会社設立の基礎知識 鶴田彦夫 ＰＨＰ研究所 2010 Ｂ２４キ

しあわせを掴む起業のカタチ
フツウの主婦こそ、起業しよう！

日野佳恵子 ダイヤモンド社 2014 Ｂ２４シ

☆シニアの起業

挑戦しよう！定年・シニア起業 岩本弘
カナリア
コミュニケーションズ 2015

Ｂ２４チ
（北）

人生の勝負は後半にあり　中高年起業のすすめ 田中真澄 ぱるす出版 2014 Ｂ２４ジ

片桐実央の実践！ゆる起業
シニア起業の成功書

片桐実央 同友館 2014 Ｂ２４カ

☆経営術・マーケティング術

日本一わかりやすい会計の授業 柴山政行 実務教育出版 2016 Ｂ２３５ニ

個人事業の経理と節税のしかた 益田あゆみ／監修 西東社 2016 Ｂ２３５コ

入門クラウドファンディング
スタートアップ、新規プロジェクト実現のための資金調達法

山本純子 日本実業出版社 2014 Ｂ２４ク

はじめの一歩を踏み出そう
成功する人たちの起業術　コミック版

マイケル・Ｅ・ガーバー／翻案 世界文化社 2013 Ｂ２４ハ

金なし！コネなし！経験なし！
だから会社は強くなる

臼井由妃 青春出版社 2012 Ｂ２４１カ

ゼロから会社をつくる方法
５人の女神があなたを救う！

平林亮子・木村三恵　他 税務経理協会 2010 Ｂ２４ゼ

世界一わかりやすい４コマビジネス書ガイド 山田玲子
ディスカヴァー
トゥエンティワン

2010 Ｅ１４１セ

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの
『マネジメント』を読んだら

岩崎夏海 ダイヤモンド社 2009 Ｂ２３モ

１００円のコーラを１０００円で売る方法
マーケティングがわかる１０の物語

永井孝尚 中経出版 2011 Ｂ２３ヒ

マーケット感覚を身につけよう
「これから何が売れるのか？」わかる人になる５つの方法

ちきりん ダイヤモンド社 2015 Ｂ２３４マ

リアルフリーのビジネス戦略 高橋仁
幻冬舎メディア
コンサルティング

2012
Ｂ２４リ
（北）
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☆集客ＵＰ術
書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号

「ない仕事」の作り方 みうらじゅん 文藝春秋 2015 Ｂ２４ナ

なぜ「女性起業」は男の１０倍成功するのか
フツーの女子が短期間で儲ける８ステップ

後藤勇人 ぱる出版 2015
Ｂ２４ナ
（北）

銀座で素人が始めたファンが続々と生まれる看
板のないワインバーの仕組み

内藤忍 日経ＢＰ社 2015 B２４ギ

１万円起業
片手間で始めてじゅうぶんな収入を稼ぐ方法

クリス・ギレボー／著
本田直之／監訳 飛鳥新社 2015 Ｂ２４イ

実用的なチラシデザイン
ペラ１枚に落としこむ情報整理のアイデア集

リンクアップ
グラフィック社編集部

グラフィック社 2016
Ｂ２３４ジ

（北）
「売る」から、「売れる」へ。
水野学のブランディングデザイン講義

水野学 誠文堂新光社 2016 Ｂ２３ウ

手紙を書いてマスコミにＰＲする方法
　“想い”をこめた「お手紙プレスリリース」で心をつかむ！

坂本宗之祐 自由国民社 2016 Ｂ２３４テ

お客様に選ばれる人がやっている一生使える
「接客サービスの基本」

三上ナナエ 大和出版 2016 Ｂ２３４オ

広告コピーってこう書くんだ！相談室 谷山雅計 宣伝会議 2015
Ｂ２３４コ

（北）
成約率９８％の秘訣
お客様が心の底からＹＥＳになる

和田　裕美 かんき出版 2015 Ｂ２３４セ

テーマで学ぶ広告コピー事典 グラフィック社編集部 グラフィック社 2014 Ｂ２３４テ

伝説の気づかい 重太みゆき 三笠書房 2014
Ｂ２３４デ

（北）
女心をつかむＰＯＰ＆キャッチコピー
売上げ倍増！

石川香代 廣済堂出版 2014 Ｂ２３４オ

１００％仕事が成功するおもてなしの習慣 古川智子 総合法令出版 2014 Ｂ２３４ヒ

お客様が不思議とファンに変わる！
女子脳営業術

舛岡美寿子 こう書房 2013 Ｂ２３４オ

牛に化粧品を売る
「生涯顧客」を作る、カリスマ販売員の接客習慣

長谷川桂子 幻冬舎 2012 Ｂ２３４ウ

「１回きりのお客様」を「１００回客」に育てなさい！
９０日でリピート率を７倍アップさせる簡単な方法

高田靖久 同文舘出版 2009 Ｂ２３４イ

かんたんなのに、ほとんどの人がやっていない
お店にファンをつくるウェブ発信の新ルール

仲島ちひろ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｅ１２カ

Ｇｏｏｇｌｅ　ＡｄＳｅｎｓｅ成功の法則５７
収益化を加速させる「広告対策」と「実践ノウハウ」

染谷昌利 ソーテック社 2014 Ｅ１２グ

ＹｏｕＴｕｂｅ　Ｐｅｒｆｅｃｔ　ＧｕｉｄｅＢｏｏｋ
２０１４年改訂版

タトラエディット　他 ソーテック社 2014 Ｅ１２ユ

好き⇔お金　ネットで「やりたいこと」を「お金」に
変える方法

朝倉真弓 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｅ１２ス

クチコミュニティ・マーケティング実践ノート 日野佳恵子 日本実業出版社 2013 Ｂ２３４ク

自分で作れる！おしゃれなWebサイト
WordPressで初めてでも簡単にできる

久松慎一
ソフトバンク
クリエイティブ

2013 Ｅ１２ジ

Facebook Perfect Guide Book
２０１３年改訂版

森嶋良子、鈴木麻里子、田口和裕 ソーテック社 2013 Ｅ１２フ

facebookデザインブック
ステップアップ活用編　改訂版

早乙女拓人・清水豊・村原郁夫
エムディエヌ
コーポレーション 2012 Ｅ１２フ

最新ソーシャルメディアがよ～くわかる本
企業メディアの革新とビジネス活用

佐藤和明 秀和システム 2012 Ｅ１２ソ

１０分でできるホームページ
ＣＭＳ＆クラウドコンピューティングによる本格ウェブサイトスタートガイド

河村卓司 自由国民社 2012 Ｅ１２ジ

ソーシャルメディアマーケター美咲 池田紀行 翔泳社
2011
2012

Ｅ１２ソ
(南）

ネットで成功しているのは＜やめない人たち＞
である

いしたにまさき 技術評論社 2010 Ｅ１２ネ

Facebookをビジネスに使う本
お金をかけずに集客する最強のツール

熊坂仁美 ダイヤモンド社 2010 Ｅ１２フ

ビジネス・ツイッター
世界の企業を変えた140文字の会話メディア

シェル・イスラエル 日経ＢＰ社 2010 Ｅ１２ビ

ツイッターtweitter完全活用術
ビジネスに活かせる「つぶやき」のコツがわかる！

平湯あつし
アスキー・
メディアワークス

2010 Ｅ１２ツ
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☆起業家リアルストーリー
書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号

京都の小商い　就職しない生き方ガイド 鈴木雅矩 三栄書房 2016 Ｂ２４キ

８５歳、おばあちゃんでも年商５億円 和田京子 ＷＡＶＥ出版 2016
Ｂ２４ハ
（南）

地下足袋をハイヒールに履きかえて 岩崎多恵 ミリオン・スマイル 2016
Ｂ２４1ジ

(南）

３年でトヨタを卒業。
貯金もゼロ、人脈もゼロ。そんな私が自分の会社をつくることになった話。

藤嶋京子 泰文堂 2015 Ｂ２４サ

気仙沼ニッティング物語　いいものを編む会社 御手洗瑞子 新潮社 2015 Ｂ２４ケ

夢はボトルの中に
「世界一正直な紅茶」のスタートアップ物語

セス・ゴールドマン
バリー・ネイルバフ 英治出版 2015 Ｂ２４ユ

＃ＧＩＲＬＢＯＳＳ
万引きやゴミあさりをしていたギャルがたった８年で１００億円企業を作り上
げた話

ソフィア・アモルーソ ＣＣＣメディアハウス 2015
Ｂ２４１ガ

（北）

イメージコンサルタントとしての歩み
誰も上手くいかないと思った起業を成功させたわけ

谷澤史子
カナリア
コミュニケーションズ 2015 Ｂ２４イ

やりたいことを全部やる人生
仕事ができる美人の４３の秘密

長谷川朋美 大和書房 2014
Ｂ２４１ヤ

（北）
女の本気
関西女性経営者４６人からの本気のメッセージ！

エメラルド倶楽部関西 オータパブリケイションズ 2014 Ｂ２４１オ

和える
伝統産業を子どもにつなぐ２５歳女性起業家

矢島里佳 早川書房 2014
Ｂ２４１ア

（北）

前を向いて歩こう 篠原欣子 日本経済新聞出版社 2014 Ｂ２４１マ

ＪＥＮＧＡ
世界で２番目に売れているゲームの果てなき挑戦

レスリー・スコット 東洋経済新報社 2013 Ｂ２４ジ

☆ソーシャルビジネス（社会的起業）

みんなに必要な新しい仕事
東大卒２５歳、無職のシングルマザー、マドレボニータを創業する

吉岡マコ 小学館 2015 Ｂ２４ミ

ソーシャル・ビジネス・ケース
少子高齢化時代のソーシャル・イノベーション

谷本寛治 中央経済社 2015 Ｂ２４ソ

旗手たちのアリア　社会起業家編 日経ビジネス 日経ＢＰ社 2014 Ｂ２４キ

社会起業家になるには 旗智優子 ぺりかん社 2013 Ｂ２４シ

社会起業家になりたいと思ったら読む本
未来に何ができるのか、いまなぜ必要なのか

デービッド・ボーンステイン
スーザン・デイヴィス

ダイヤモンド社 2012 Ｂ２４シ

ソーシャルビジネスの経営学
社会を救う戦略と組織

平田譲二 中央経済社 2012 Ｂ２３ソ

できるかも。
働く母の”笑顔がつながる”社会起業ストーリー

林恵子 英治出版 2012 Ｂ２４デ

働きながら、社会を変える
ビジネスパーソン「子どもの貧困」に挑む

慎泰俊 英治出版 2011
Ａ３８２ハ

（北）
ＮＰＯで働く
「社会の課題」を解決する仕事

工藤啓 東洋経済新報社 2011
Ｅ２３エ
（北）

☆ネットショップを開く
小さなお店、小さな会社のためのウェブサイト＆ネッ
トショップ制作 デジタルステージ／監修 ビー・エヌ・エヌ新社 2016 Ｂ２４チ

はじめてのネットショップ開店・運営講座
売れるネットショップが実践形式でわかる！作れる！

小宮山真吾、リンクアップ 技術評論社 2015 Ｂ２４ネ

無料ではじめる！売れるネットショップの作り方
出店・運営・集客

オンサイト マイナビ出版 2014 Ｂ２４ネ

ネットショップのはじめかた
サイト作成、ショップ運営をたのしく、快適にする

岡本正・久松慎一／監修 ビー・エヌ・エヌ新社 2014 Ｂ２４ネ

インターネットにお店を持つ方法
ネットショップ開業で夢を叶えた１２人の女性オーナーたち

田中正志 翔泳社 2009 B２４イ

ｍｉｎｎｅで売れっ子ハンドメイド作家になる本 たかはしあや ソシム 2016 Ｂ２２２ミ
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☆店、教室を開く
書 名 著 ・ 編 者 出 版 社 出版年 請求番号

おうち教室をはじめる本
ママでもできる！生徒さんが途切れない

桔梗有香子・西尾暁子 ソシム 2016 Ｂ２４２オ

生徒が１０００人集まる音楽教室の作り方
経験０、資金０から人気教室を作るまで

井上幸子 ドレミ楽譜出版社 2015 Ｂ２４セ

田舎・郊外でお店、はじめました。
都心からはなれて人気店をつくった１４人に学ぶお店のはじめ方・続け方

長井史枝 雷鳥社 2015
Ｂ２４イ
（北）

小さなお菓子屋さんとパン屋さんのはじめかた
ミニマムサイズの店舗開業ＢＯＯＫ

「わたしのお店のはじめかた。」編集部 マイナビ出版 2015 Ｂ２４チ

お客が殺到する飲食店の始め方と運営 入江直之 成美堂出版 2016 B２４１オ

キッチンからはじまるお仕事物語
サロネーゼが知りたいお金のこととノウハウと

鎌倉惠子・三宅由佳 ペンコム 2015
Ｂ２４１キ

（北）

小さなカフェのはじめ方　長続きが目標です！ 富田佐奈栄
主婦の友インフォス
情報社

2015
Ｂ２４チ
（北）

「愛されサロン」のつくり方
人気サロネーゼがそっとお教えする秘訣

藤枝理子 清流出版 2014
Ｂ２４ア
（北）

かわいいお店のつくりかた ー パイインターナショナル 2013
Ｂ２４カ
（北）

小さなお店のつくり方　育児しながら起業編 まちとこ／編 辰巳出版 2013 Ｂ２４チ

☆小さな起業
月３万円ビジネス１００の実例
ワイワイガヤガヤ愉しみながら仕事を創る

藤村靖之 晶文社 2015 B２４ツ

主婦が１日３０分で月１０万円をＧｅｔする方法
かんたん　たのしく　つづけられ　むりなく　リスクなし

山口朋子 さくら舎 2014 Ｂ２４２シ

誰でもできる、いつでもできる、どこでもできる
「身のたけ起業」

井口晃 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 Ｂ２４ダ

小商いのはじめかた　身の丈にあった小さな商い
を自分ではじめるための本

伊藤洋志／監修　風来堂／編 東京書籍 2014 Ｂ２４コ

確実に稼げるＡｍａｚｏｎ輸出副業入門 吉田ゆうすけ・武藤健一 ソーテック社 2014 Ｅ１２カ

あなたが輝く趣味起業のはじめかた　楽しみな
がらお金と幸せを引き寄せる！

戸田充広 アルマット 2013 Ｂ２４ア

eBayではじめる個人輸入＆輸出ビジネス
海外ネットオークションでプチ副業！

佐藤尚規 ソシム 2012 Ｂ２４２コ
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