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起業・創業

起業の仕方見るだけノート　事業計画から商品設
計、マーケティング戦略で成功する!

今井 孝／監修 宝島社 2021.7 335/ｲﾏ21/ 0015868961

起業をするならこの1冊 馬渡 晃／著 自由国民社 2020.4 335/ﾏﾜ20/ 0015274442

きまじめでやさしい弱者のための「独立・起業」読本 阿部 浩一／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2021.12 335/ｱﾍ22/ 0015994734

スモールビジネスの教科書 武田所長／著 実業之日本社 2022.4 335/ﾀｹ22/ 0016070641

起業がうまくいった人は一年目に何をしたか? 新井 一／著 総合法令出版 2022.5 335/ｱﾗ22/ 0016086357

STARTUP　優れた起業家は何を考え、どう行動した
か

堀 新一郎／著
ニューズピック
ス

2020.5 335/ﾎﾘ20/ 0015313414

シニア起業は宝の山　元銀行員がパン屋を始めて
わかったこと

村上 孝博／著 文芸社 2020.9 335/ﾑﾗ20/ 0015382104

地方でひとりで起業する!　「オープンマインド式ウェ
ブ集客術」×「ランチェスター接客術」の経営戦略

嬉野 敏彦／著
スタンダーズ・
プレス

2020.9 335/ｳﾚ20/ 0015606676

これからの飲食店開業成功のツボ　資金の調達 物
件の探し方 立地の読み方 内装・設備 仕入れ術

森 和也／著 旭屋出版 2020.1 673.97/ﾓﾘ20/ 0015195852

9割の社会問題はビジネスで解決できる 田口 一成／著 PHP研究所 2021.6 335.8/ﾀｸ21/ 0015822158

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 2022.6 335/ｳﾀ22/ 0016104481

すぐに役立つはじめての人でも大丈夫!最新個人開
業・青色申告の基本と手続き実践マニュアル

武田 守／監修 三修社 2020.11 335/ﾀｹ21/ 0015684376

副業

自由にはたらく副業アイデア事典　好きで稼ぐ100種
の副業を紹介

中野 貴利人／著
SBクリエイティ
ブ

2021.8 366.29/ﾅｶ21/ 0015880255

会社を辞めない起業　失敗リスクを限りなくゼロにで
きる8つのスモールステップ

松田 充弘／著
日本実業出版
社

2022.2 335/ﾏﾂ22/ 0016025140

会社勤めのモヤモヤを吹き飛ばす副業の思考法　収入・
転職・起業のリスクに打ち勝つ次世代型「働き方」

國富 竜也／著 KADOKAWA 2021.9 366.29/ｸﾆ21/ 0015923873

普通の会社員のための超副業力 森 新／著
CCCメディアハウ
ス

2021.9 366.29/ﾓﾘ21/ 0015912132

専業禁止!!　副業したら本業成果が上がる仕組み 清水 正樹／著 小学館 2020.12 366.29/ｼﾐ20/ 0015663834

出世しなくても、幸せに働けます。　複数の仕事で自
分を満たす生き方

中村 龍太／著 PHP研究所 2021.8 366.29/ﾅｶ21/ 0015884646

副業は、自己PRがすべて。　「稼ぐ人」が実践する成
功戦略

野呂 エイシロウ
／著

プレジデント社 2021.12 366.29/ﾉﾛ21/ 0015965833

自宅ではじめるひとりビジネス　副業ではなく、「複
業」で無理せずスタート

三宅 哲之／著 ナツメ社 2020.10 366.29/ﾐﾔ20/ 0015383557

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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事業計画

事業計画書の作り方100の法則　予測不能な時代に
備えて計画を立てる・見直す

井口 嘉則／著
日本能率協会マネ
ジメントセンター 2021.6 336.1/ｲｸ21/ 0015866916

金融機関が思わず応援したくなる事業計画書の活
かし方

伊藤 茂／著
みらいパブリッ
シング

2020.11 336.1/ｲﾄ20/ 0015663693

「事業を起こす」人になるための本　ふわっと考えて
いることをカタチにする5STEP

岩田 徹／著 生産性出版 2019.1 336.1/ｲﾜ19/ 0014817993

「採算に乗る事業」の仕組みづくり　「誰に」「何を」
「どうやって」,そして「いくら」

金森 亨／著 中央経済社 2020.6 336.1/ｶﾅ20/ 0015313307

成功へのストーリーが見える、伝わる!事業計画書の
つくり方

三浦 太／著 三笠書房 2019.5 336.1/ﾐｳ19/ 0014935886

新しい《ビジネスデザイン》の教科書　新規事業の着
想から実現まで

湊 宣明／著 講談社 2022.3 336.1/ﾐﾅ22/ 0016070724

資金調達

会社が知っておきたい補助金・助成金の活用&申請
ガイド

中島 典子／著 大蔵財務協会 2022.6
335.35/ﾅｶ
22/2022

0015982168

スタートアップファイナンス　起業で失敗しない「おカ
ネ」とのつき合い方

加瀬 洋／著 秀和システム 2020.8 336.82/ｶｾ20/ 0015344724

賢い事業資金の集め方・使い方・貯め方　経営を安
定させ、成長させるために!

佐藤 充宏／著
みらいパブリッ
シング

2020.1 336.82/ｻﾄ21/ 0015405178

中小企業の資金調達大全 塩見 哲／著 日本法令 2021.1 336.82/ｼｵ21/ 0015754724

起業から2年目までに知っておきたいお金の知識 大村 大次郎／著 かや書房 2022.2 336.98/ｵｵ22/ 0016039323

フリーランスなら必ず知っておきたいお金の不安を
解消する支援制度・税金の知識&ノウハウ

瀬口 徹／著 同友館 2022.2 336.98/ｾｸ22/ 0015484223

マーケティング

マーケティング実践テキスト　基本技術からデジタル
マーケティングまで

池上 重輔／編著
日本能率協会マネ
ジメントセンター 2020.3 675/ｲｹ20/ 0015202534

2030年の未来マーケティング　暮らし・仕事・学びが
変わる!「個のデザイン」の時代へ

石田 秀輝／著 ワニ・プラス 2022.4 675/ｲｼ22/ 0016063455

地場ものづくりブランドの感性マーケティング 長沢 伸也／編 同友館 2019.1 675/ﾅｶ20/ 0015128341

最新マーケティング図鑑　世界&日本の販売戦略が
イラストでわかる

平野 敦士カール
／監修

宝島社 2021.6 675/ﾋﾗ21/ 0015820160

動画で「売れる仕組み」をつくる　認知・集客・見込客育
成・販売・サポートがまるごとできるマーケティング戦略

前田 考歩／著 翔泳社 2021.7 675/ﾏｴ21/ 0015451529

最新Webマーケティング マイナビ出版 2021.1 L675/ｻｲ18/2021 0015619539

起業に役立つ知識いろいろ

起業の法務　新規ビジネス設計のケースメソッド
TMI総合法律事務
所／編

商事法務 2019.9 335/ﾃｲ19/ 0015043193

起業家が知らないとヤバい契約書の読み方 藪田 崇之／著 秀和システム 2020.7 324.52/ﾔﾌ20/ 0015348501

個人事業の経理と節税
益田 あゆみ／監
修

西東社 2021.8 336.9/ﾏｽ21/ 0015455488

個人事業と法人どっちがいいか考えてみた 高山 弥生／著
税務研究会出版
局

2021.9 325.2/ﾀｶ21/ 0015923683

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班

★ほかにもあります！　ホームページからチェック！！
　県立図書館ＨＰ　→蔵書検索　→テーマ資料　　→起業・創業・副業に役立つ本（ビジネス支援サービス）
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