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農業で起業する 

書名 著者名 出版社 分類番号 

図解でよくわかる農業のきほん 堀江 武/監修 誠文堂新光社 610 ズ 

農業をはじめたい人の本 齋藤 訓之/監修 成美堂出版 610 ノ 

「食」と農業レファレンスブック 
日外アソシエーツ 

株式会社/編集 
日外アソシエーツ R610.3 シ 

知っておきたい食・農・環境 
龍谷大学農学部食料 

農業システム学科/編 
昭和堂 610.4 シ 

食・農・環境の新時代 
龍谷大学農学部食料 

農業システム学科/編 
昭和堂 610.4 シ 

食料・農業・農村白書 平成２８年版 農林水産省/編 農林統計協会 R610.5シ 16 

農林漁業の産地ブランド戦略 香坂 玲/編著 ぎょうせい 611.4 コ 

社会起業家が<農>を変える 益 貴大 ほか/著 ミネルヴァ書房 611.4 シ 

直売所レストラン成功のレシピ 農文協プロダクション/編 農山漁村文化協会 611.4 チ 

金融機関のための農業ビジネスの基本と取引のポイント トーマツ 経済法令研究会 611.5 キ 

JA by AERA  朝日新聞出版 611.6 ジ 

プロフェッショナル農業人 大澤 信一 東洋経済新報社 611.7 オ 

新規就農 実現への道。 全国農業会議所/編者 全国農業会議所 611.7 シ 

ゼロから始めて確実に夢を叶える農業起業 蓮見 よしあき みらいパブリッシング 611.7 ハ 

知識ゼロからの現代農業入門 八木 宏典/監修 家の光協会 612.1 チ 

「農」と「食」の女性起業 関 満博・松永 桂子/編 新評論 619.0 ノ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 『金融機関のための 

農業ビジネスの基本と 

取引のポイント』 

トーマツ/著 経済法令研究会 

『ゼロから始めて確実に 

夢を叶える農業起業』 

蓮見 よしあき/著 

みらいパブリッシング 

『知識ゼロからの現代農業入門』 

八木 宏典/監修 

家の光協会 

 

農業支援情報リスト  
岐阜市立図書館  平成 28 年 9 月  

☆分類番号に「Ｒ」と付く資料は館内利用のみ。 
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農業を続けていくには  

書名 著者名 出版社 分類番号 

地域の美味しいものづくり 
中小企業 

基盤整備機構/編 
同友館 601.1 チ 

「農」の付加価値を高める六次産業化の実践 高橋 信正/編著 筑波書房 611.7 タ 

直販・通販で稼ぐ!年商 1 億円農家 寺坂 祐一 同文舘出版 611.7 テ 

小さい農業で稼ぐコツ 西田 栄喜 農山漁村文化協会 611.7 ニ 

農の 6 次産業化と地域振興 
熊倉 功夫/監修 

米屋 武文/編集 
春風社 611.7 ノ 

小さくて強い農業をつくる 久松 達央 晶文社 611.7 ヒ 

次世代農業ビジネス経営 三輪 泰史 日刊工業新聞社 611.7 ミ 

躍動する「農企業」 小田 滋晃 ほか/編著 昭和堂 611.7 ヤ 

儲かる農業をやりなさい！ 
鈴木 渉・中島 孝志

/共著 
マネジメント社 611 ス 

GDP4%の日本農業は自動車産業を超える 窪田 新之助 講談社 BC612.1 ク 

島耕作の農業論 弘兼 憲史 光文社 BC612.1 ヒ 

新品種で拓く地域農業の未来 
岡本 正弘/監修 

後藤 一寿 ほか/編著  
農林統計出版 615.2 シ 

図解でよくわかる植物工場のきほん 古在 豊樹/監修 誠文堂新光社 615.7 ズ 

儲かる「西出式」農法 手島 奈緒 さくら舎 615.7 テ 

年商５０億を稼ぐ村上農園の「脳業」革命 片山 修 潮出版社 626.0 カ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『小さくて強い農業をつくる』 

久松 達央/著 

晶文社 

『島耕作の農業論』 

弘兼 憲史/著 

光文社 

『儲かる「西出式」農法』 

手島 奈緒/著 

さくら舎 

☆分類番号に「ＢＣ」と付く資料は文庫・新書コーナーにあります。 
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税や法律  

書名 著者名 出版社 分類番号 

Ｑ＆Ａ農地・森林に関する法律と実務 末光 祐一 日本加除出版 611.2 ス 

農地法読本 3 訂版 宮崎 直己 大成出版社 Ｒ611.2 ミ 

事例と解説による農業法人の会計と税務 島田 哲宏 大蔵財務協会 611.6 シ 

農家の相続・承継をめぐる法務と税務 浅野 洋/編著 新日本法規出版 611.8 ア 

図解都市農地の特例活用と相続対策 ３訂版 今仲 清・下地 盛栄/共著 清文社 611.8 イ 

知らなきゃ損する新農家の税金 第 13 版 鈴木 武 ほか/著 農山漁村文化協会 611.8 シ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食の安全を考える 

書名 著者名 出版社 分類番号 

家族みんなを元気にするグルテンフリーレシピ 伊藤 ミホ 清流出版 493.1 イ 

農薬と食の安全・信頼 梅津 憲治 日本植物防疫協会 498.5 ウ 

早わかり目でみる食品&食材成分事典 主婦の友社/編 主婦の友社 498.5 ハ 

七訂食品成分表 2016 本表編・資料編（2分冊） 香川 芳子/監修 女子栄養大学出版部 R 498.5 シ16 

食の安全と健康意識データ集 2016  三冬社 R 498.5 シ 16 

食品表示法ガイドブック 森田 満樹/編著 ぎょうせい 498.5 モ 

最新食品工場の衛生管理がよ～くわかる本 河岸 宏和 秀和システム 588.0 カ 

遺伝子組換えは農業に何をもたらすか 椎名 隆 ほか/著 ミネルヴァ書房 615.2 イ 

タネが危ない 野口 勲 日本経済新聞出版社 615.2 ノ 

遺伝子組み換え食品の真実 
アンディ・リーズ/著 

白井 和宏/訳 
白水社 615.2 リ 

 

『知らなきゃ損する新農家の税金』第13版 

鈴木 武 ほか/著 

農山漁村文化協会 

『家族みんなを元気にする 

 グルテンフリーレシピ』 

伊藤 ミホ/著 清流出版 

『食品表示法ガイドブック』 

森田 満樹/編著 

ぎょうせい 
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岐阜の農業 

書名 著者名 出版社 分類番号 

学校給食用地産地消開発食材事例集 
岐阜県農政部農産物流 

通課地産地消担当/編 
岐阜県 

Ｇ374.95 ガ 

※ 1  

スローフードと地産地消 杉山 道雄 岐阜新聞社 Ｇ383 ス 

手に取ってみよう！食べてみよう！   
農林水産省東海 

農政局企画調整室 
G383 テ 

キノコでふるさとクッキング 石渡 和子/監修 
飛騨・美濃 

きのこちゃん 
Ｇ596 キ 

岐阜の食べもの   Ｇ596 ギ 

岐阜市地産地消弁当コンテスト 平成２３年度 
岐阜市地産地消国体 

弁当開発実行委員会/編  
岐阜市 

Ｇ596 ギ 

※2  

ぎふ旬の食 
岐阜市農林部 

農林園芸課/編 
岐阜市 Ｇ596 ギ 

岐阜市のえだまめ、だいこん、ほうれんそうで 

つくるわが家のだんらんレシピ 

枝元 ほなみ ほか/ 

料理製作者 

ＮＨＫ出版/編 

岐阜市 G596 ギ 

日出山みなみの新野菜料理…岐阜 日出山 みなみ 料理新聞社 G596 ヒ 

岐阜県農業の動き ２０１５ 岐阜県農政部/編集 岐阜県 
G610.75 

ギケ 15 

岐阜市地産地消推進の店「ぎふ～ど」  
岐阜市農林部 

農林政策課 
Ｇ611.1 ギシ 

ぎふ朝とれ  
岐阜県農政部 

農産物流通課 
G611.46 ギ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA ぎふ しあわせレシピ 

JA ぎふの食材を活用したレシピがたくさん 

http://www.jagifu.or.jp/recipe/ 

 

岐阜市 「ぎふ～ど」認定店 

ぎふ地産地消推進の店「ぎふ～ど」認定店の一覧 

http://www.city.gifu.lg.jp/13285.htm 

地産地消！Web サイト  

調べものの妖精 

シラベルビー 

☆分類番号に「Ｇ」と付く資料は郷土資料 

コーナーにあります。一部は館内利用のみ。 

※1 分館は「G374.95 ギケ」 

※2 分館は「G596 ギシ」 
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農作物を育てるために 

書名 著者名 出版社 分類番号 

よくわかる土と肥料のハンドブック 肥料・施肥編 
全国農業協同組合 

連合会肥料農薬部/編 
農山漁村文化協会 613.4 ヨ 

よくわかる土と肥料のハンドブック 土壌改良編 
全国農業協同組合 

連合会肥料農薬部/編 
農山漁村文化協会 613.4 ヨ 

田園環境の害虫・益虫生態図鑑 江村 薫 ほか/編集  北隆館 R613.8 デ 

農家が教える便利な農具・道具たち 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会 614.8 ノ 

農家が教える品種（たね）選び読本 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会 615.2 ノ 

スローでたのしい有機農業コツの科学 増補 西村 和雄 七つ森書館 615.7 ニ 

図解でよくわかる農薬のきほん 寺岡 徹/監修 誠文堂新光社 615.8 ズ 

天敵利用の基礎と実際 根本 久・和田 哲夫/編著 農山漁村文化協会 615.8 テ 

動物による農作物被害の総合対策 江口 祐輔/監修 誠文堂新光社 615.8 ド 

日本農業害虫大事典 梅谷 献二・岡田 利承/編 全国農村教育協会 R615.8 ニ 

農薬・防除便覧 米山 伸吾 ほか/編  農山漁村文化協会 R615.8 ノ 

果樹栽培の基礎 熊代 克巳ほか/著 農山漁村文化協会 625 カ 

野菜園芸大百科 第 2 版 １～２３ 農山漁村文化協会/編 農山漁村文化協会 
Ｒ 626.0 ヤ 
1～23 

はじめての有機野菜づくり 佐倉 朗夫 主婦の友社 626.9 サ 

有機・無農薬ぐうたら農法病虫害がなくなる 

土の育て方 
西村 和雄/監修 学研パブリッシング 626.9 ユ 

有機野菜ビックリ教室 東山 広幸 農山漁村文化協会 626 ヒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『農家が教える便利な農具・道具たち』 

農山漁村文化協会/編 

農山漁村文化協会 

『天敵利用の基礎と実際』 

根本 久・和田 哲夫/編著 

農山漁村文化協会 

『図解でよくわかる農薬のきほん』 

寺岡 徹/監修 

誠文堂新光社 
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体験談を読む 

書名 著者名 出版社 分類番号 

農業女子 伊藤 淳子 洋泉社 611.7 イ 

転身！リアル農家 天明 伸浩・佐藤 準二/共著 新潟日報事業社 611.7 テ 

農業を仕事にする！ 藤井 勝彦 大和出版 611.7 フ 

私、農家になりました。 三好 かやの ほか/著 誠文堂新光社 611.7 ワ 

自然栽培 

農からはじまる地球ルネサンス Vol.5 

おもしろくてたまらない「百姓」という生き方。 

木村 秋則/監修 

農業ルネサンス『自然栽培』編集

部/編 

東邦出版 615.7 シ 5 

林業男子 山崎 真由子 山と溪谷社 651.7 ヤ※ 

けもの道の歩き方 千松 信也 リトルモア 659 セ 

  

視聴覚資料 

書名 発行 分類番号 

プロフェッショナル 仕事の流儀 58 

誇りと夢は、自らつかめ 農業経営者木内博一の仕事 
NHKエンタープライズ VD366.2 プロ 58 

野菜づくりのコツと裏ワザ 第 1 巻 農山漁村文化協会 VD626 ヤサ 1 

野菜づくりのコツと裏ワザ 第 2 巻 農山漁村文化協会 VD626 ヤサ 2 

はじめよう堆肥稲作  農山漁村文化協会 VD616.2 ハジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※分館は「YA651.7 ヤ」 

 

岐阜市の特産物 

苺 

岐阜市西部 

 

富有柿 

岐阜市北西部 

大根 

則武・鷺山・島地区 

ぶどう 

長良雄総・志段見地区 

 

ほうれん草 

島地区 

 

枝豆 

島地区 
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雑誌 

雑誌名 出版社 発行頻度 所蔵館 

食品と科学 食品と科学社 月刊 中央 

田舎暮らしの本 宝島社 月刊 中央 

TURNS 第一プログレス 隔月刊 中央 

うかたま 農山漁村文化協会 季刊 中央 

季刊地域 農山漁村文化協会 季刊 中央 

現代農業 農山漁村文化協会 月刊 中央・東部 

農耕と園藝 誠文堂新光社 月刊 中央 

NHK 趣味の園芸  やさいの時間 ＮＨＫ出版 月刊 中央・長森 

野菜だより 学研パブリッシング 隔月刊 中央 

やさい畑 家の光協会 隔月刊 中央 

園芸ガイド 主婦の友社 季刊 中央 

ＲＩＮＹＡ 林野庁 月刊 中央 

食品商業 商業界 月刊 中央 

フローリスト 誠文堂新光社 月刊 中央・分館 

激流 国際商業出版 月刊 中央 

 

 

 

新聞 

新聞名 所蔵館 

日本経済新聞       ※中央・分館のみ夕刊もあり 中央・分館・長良・東部 

中部経済新聞 中央 

産経新聞 中央・分館 

日本農業新聞 中央 

 

 

 

 

☆雑誌の保存年･所蔵館は、当館のHP（http://g-mediacosmos.jp/lib/guide/data_list/magazine.html） 

をご覧いただくか、窓口でお問い合わせください。 

 

 

☆所蔵新聞一覧は、当館の HP（http://g-mediacosmos.jp/lib/guide/data_list/newspaper.html） 

から確認することができます。 
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お役立ちWebサイト紹介 

 

 

 

 

岐 阜 市   

農林部 農林政策課 

http://www.city.gifu.lg.jp/13276.htm 

岐阜市 HP>組織別索引>農林部>農林政策課 

 

農林部 農林園芸課 

http://www.city.gifu.lg.jp/9709.htm 

岐阜市 HP>組織別索引>農林部>農林園芸課 

 

農林部 畜産課 

http://www.city.gifu.lg.jp/2924.htm 

岐阜市 HP>組織別索引>農林部>畜産課 

 

農林部 農地整備課 

http://www.city.gifu.lg.jp/2925.htm 

岐阜市 HP>組織別索引>農林部>農地整備課 

 

 

 

岐 阜 県  

 

農政部 

http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/ 

岐阜県 HP > 産業・農林水産・観光 > 農業 

岐阜県就農支援センター 

http://gifutomato.jp/ 

J A ぎ ふ  

 

営農事業のご案内 

http://www.jagifu.or.jp/business/farm.html 

JA ぎふ HP ＞ 事業のご案内 ＞ 営農事業のご案内 

ぎふ農ナビはじめの一歩 

http://www.jagifu.or.jp/navi/ 

JA ぎふ HP＞ ぎふ農ナビ 始めの一歩 

日 本 政 策 金 融 公 庫  

 

融資のご案内 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/index.html#af 

日本政策金融公庫 HP ＞ サービスのご案内 ＞  

融資のご案内 ＞ 農林水産業の方 

 

経営お役立ち情報 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/ichiran.html 

日本政策金融公庫HP ＞ サービスのご案内 ＞  

経営お役立ち情報 ＞ 農林水産事業 ＞ 目的別事例のご紹介 

重点的な取り組み 

（6 次産業化・農商工連携支援｜新規就農・農業参入支援） 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/focus.html 

日本政策金融公庫HP＞サービスのご案内＞重点的な取り組み 

  

刊行物・調査結果（農林水産事業） 

https://www.jfc.go.jp/n/findings/investigate.html  

日本政策金融公庫HP ＞ 刊行物・調査結果 ＞ 農林水産事業 

    

 岐阜市立図書館  編集： 岐阜市立図書館 ビジネス支援担当 

 農業支援情報リスト  発行： 岐阜市立図書館 〒500-8076 岐阜市司町 40 番地 5 

 

2016 年 9 月発行  

 http://g-mediacosmos.jp/lib/ 

電話：058-262-2924 

    

 

担い手の育成・確保、  

農用地利用計画・農業振興地域整備計画の管理、 

利用権の設定、地産地消の推進  など  

水田係（生産調整・病害虫防除・耕種振興）  

園芸係（園芸振興・病害虫防除）  

林務係（林業振興・造林事業・有害鳥獣捕獲） 

畜産業、魚類放流事業、家畜診療所  など  

水田や畑の整備  

用排水路等の整備  など  


