
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館からはじめよう 

起業・創業はじめの一歩 
２０１6 年 8 月 

岐阜市立図書館 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

「好きなことを仕事にしたい」「趣味と実益を兼ねたい」「現状を変えたい」と 

考えていらっしゃる皆さん 

起業・創業は、それを意識した時がチャンスです！ 

自分の人生を自分らしく生き抜くため、自分らしい働き方をするため、 

一歩前に進むために役立つ情報をリストにまとめました。 

ここにご紹介した情報が、皆様の描く夢を現実にするために、 

そっと背中を押せるものであることを願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 資料の表紙（写真）は発行者の許可を得て掲載しています。 

※Ⅰ～Ⅶのリストは分類番号順です。 

 

 



 

 

 

Ⅰ 起業するにあたって 

なにから始めればいいのか？起業のノウハウを知りたい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

絶対に後悔しない！45 歳からの起業の心得 上野 光夫 明日香出版社 335 ウ 

ゼロからはじめる起業の法律 

必ず知っておきたいこと 100 
小坂 英雄 あさ出版 335 コ 

なぜ「女性起業」は男の 10 倍成功するのか  後藤 勇人 ぱる出版 335 ゴ 

個人事業と株式会社のメリット・ 

デメリットがぜんぶわかる本    改訂版 
関根 俊輔 新星出版社 335 セ 

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 335 ナ 

50 歳からの起業術  中野 裕哲 大和書房 335 ナ 

起業をするならこの 1 冊          第５版 馬渡 晃 自由国民社 335 マ 

トコトンわかる個人事業の始め方  改訂新版 
山條 隆史 

松山 正光/共著 
新星出版社 335 ヤ 

60 歳からの起業の教科書 岡田 たけ志 ATパブリケーション 673.3 オ 

これならわかる 

<スッキリ図解>介護ビジネス  第 2 版 

辻川 泰史/編著 

小濱 道博 
翔泳社 673.9 ツ 

 

『 50 歳からの起業術 』 

中野 裕哲/著 大和書房 

 

『 起業をするならこの1冊 第５版 』 

馬渡 晃/著 自由国民社 

『これならわかる<スッキリ図解> 

介護ビジネス 第 2 版 』 

辻川 泰史/編著 小濱 道博/著 
翔泳社 

  

http://honto.jp/lb.html?prdid=27818731&srt=2


 

 

 

Ⅱ 事業計画 

自分に合ったビジネスモデルを作ろう。 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

「あったらいいな」を実現する 

ビジネスのつくり方 
山中 哲男 パブラボ 335.0 ヤ 

事業計画書は 1 枚にまとめなさい 上野 光夫 ダイヤモンド社 336.1 ウ 

まず、のび太を探そう！ 川上 昌直 翔泳社 336.1 カ 

実践ビジネスプラン     第 2 版 川上 智子 ほか 

/編著 
中央経済社 336.1 ジ 

プロ直伝！ 

成功する事業計画書のつくり方 
秦 充洋 ナツメ社 336.1 ハ 

ふせん 1 枚から始める『事業計画』 日野 眞明 三恵社 336.1 ヒ 

企画で勝負をしている人の 

アイデアのワザ 
芳月 健太郎 明日香出版社 336.1 ホ 

事業計画書がよ～くわかる本 松本 英博 秀和システム 336.1 マ 

最新事業計画書の読み方と 

書き方がよ～くわかる本  第３版 
松本 英博 秀和システム 336.1 マ 

最新法人営業の基本と 

  しかけがよ～くわかる本  第２版 
橋本 直行 秀和システム 673.3 ハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 まず、のび太を探そう！ 』 

川上 昌直/著 翔泳社 

『 事業計画書がよ～くわかる本 』 

松本 英博/著 秀和システム 

『 事業計画書は１枚にまとめなさい 』 

上野 光夫/著 ダイヤモンド社 



 

 

 

Ⅲ 週末起業・副業  

できることでビジネスをはじめてみよう。 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

スマホ×動画で稼ごう！ 井上 博樹 秀和システム 007.3 イ 

Web ライター入門 かみむら ゆい ほか 技術評論社 021.3 ウ 

月に３万円以上の副収入を 

あなたの文章力で手堅く稼ぐための 

電子書籍らくらく講座 

山口 陸 秀和システム 023 ヤ 

マンガでわかる 1 万円起業 クリス・ギレボー/原作 飛鳥新社 335 ギ 

ひとりビジネスの教科書 佐藤 伝 学研パブリッシング 335 サ 

スーツケース起業家 ナタリー・シッソン 三五館 335 シ 

マイペースで働く！女子のひとり起業 滝岡 幸子 同文舘出版 335 タ 

これだけは知っておきたい 

「副業」の基本と常識 

大山 滋郎・ 

植野 正子/監修 
フォレスト出版 366.2 コ 

キッチンカーの移動販売 烏川 清治 旭屋出版 673.9 ウ 

ゼロから始める！ 

「民泊ビジネス」の教科書 
川畑 重盛 KADOKAWA 673.9 カ 

小さな人気店をつくる！ 

    移動販売のはじめ方 
平山 晋 同文舘出版 673.9 ヒ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 月に３万円以上の副収入を 

あなたの文章力で手堅く稼ぐための 

          電子書籍らくらく講座 』 

山口 睦/著 秀和システム 

『 スマホ×動画で稼ごう！』 

井上 博樹/著 秀和システム 

『これだけは知っておきたい 

 「副業」の基本と常識 』 

大山 滋郎・植野 正子/監修 

フォレスト出版 



 

 

 

Ⅳ ネットショップ 

自分に合った方法でやってみよう。 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

はじめての 

無料でできるホームページ作成 Jimdo 入門 
桑名 由美 秀和システム 547.4 ク 

ＬＩＮＥクリエイターズスタンプを 

作って売る本 
篠塚 充 シーアンドアール研究所 547.4 シ 

ガラケー男がネット副業で年収 5000 万円 五十嵐 勝久 扶桑社 670 イ 

最新ネットビジネス・ 

通販サイト運営のための法律知識 
服部 真和/監修 三修社 670 サ 

スマホで月 5 万円！ 

本気ではじめるネット副業 
オンサイト マイナビ 670 ス 

ここをチェック！ネットビジネスで 

必ずモメる法律問題 
中野 秀俊 日本実業出版社 670 ナ 

現場のプロがやさしく書いた 

ネットショップ運営の教科書 
高瀬 圭代 マイナビ 673.3 タ 

売れるハンドメイド作家の教科書 中尾 亜由美 二見書房 673.3 ナ＊ 

スマホで成功！売れる商品写真撮影講座 久門 易 玄光社 674.3 ク 

いますぐはじめる 

Web 文章の書き方入門教室 
志鎌 真奈美 技術評論社 816 シ 

＊分館では、FL 673.3 ナ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 スマホで成功！ 

       売れる商品写真撮影講座 』 

久門 易/著 玄光社 

『 ここをチェック！ネットビジネスで 

必ずモメる法律問題 』 

中野 秀俊/著 日本実業出版社 

『 スマホで月５万円！ 

 本気ではじめるネット副業 』 

オンサイト/著 マイナビ 



 

 

Ⅴ 社会起業家  

書   名 著者名 出版社 分類番号 

自分で出来る！法人設立実践マニュアル 安部 高樹/監修 三修社 324.1 ジ 

福祉起業家のためのNPO・一般社団法人・社会
福祉法人のしくみと設立登記・運営マニュアル 

松岡 慶子/監修 三修社 324.1 フ 

10000 円のカレーライス 
日本財団CANPANプロジェクト 

/編 
日本実業出版社 335.8 イ 

NPO の教科書 乙武 洋匡 ・佐藤 大吾/共著 日経 BP 社 335.8 オ 

NPO の後継者 富永 一夫 ・永井 祐子/共著 水曜社 335.8 ト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅵ 資金調達・補助金・融資 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

Ｑ＆Ａ「資金繰り」早わかり事典 改訂版 上羽 宏 セルバ出版 336.8 ア 

99%の社長が知らない銀行とお金の話 小山 昇 あさ出版 336.8 コ 

中小企業の資金調達方法がわかる本 
中小企業を応援する

会計事務所の会 ほか 
あさ出版 336.8 チ 

岐阜市の融資制度及び信用保証のご案内

平成２８年度版 
岐阜市信用保証協会 岐阜市 Ｇ338 ｷﾞｼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 中小企業の資金調達方法がわかる本 』 

 中小企業を応援する会計事務所 ほか/著  

あさ出版 

『 99％の社長が知らない 

銀行とお金の話 』 

小山 昇/著 あさ出版 

『 Ｑ＆Ａ「資金繰り」 

 早わかり事典 改訂版』 

上羽 宏/著 セルバ出版 

『 福祉起業家のためのＮＰＯ・ 

一般社団法人・社会福祉法人の 

しくみと設立登記・運営マニュアル 』 

松岡 慶子/監修 三修社 

『 １００００円のカレーライス 』 

 日本財団ＣＡＮＰＡＮ 

    プロジェクト/編  

日本実業出版社 



 

 

Ⅶ 先人の志を知る 

どのように困難に立ち向かっていったのだろう。 

 

企業経営者を知る 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

靴下バカ一代  奇天烈経営者の人生訓 越智 直正 日経 BP 社 289.1 オ＊ 

成城石井の創業 そして成城石井はブランドになった 石井 良明 日本経済新聞出版社 673.8 イ 

三越伊勢丹の秘密  常に革新を生み続ける 大西 洋 海竜社 673.8 オ 

はじまりは一軒のレストラン  ピエトロ成功物語 村田 邦彦 毎日新聞出版 673.9 ム 

安売り王一代   私の「ドン・キホーテ」人生 安田 隆夫 文藝春秋 BC289 ヤ 

＊分館では、FL289.1 オ 

個人起業家を知る 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

僕が四十二歳で脱サラして、 

妻と始めた小さな起業の物語  

自分のビジネスを始めたい人に贈る二〇のエピソード 

和田 一郎 バジリコ 335.0 ワ 

ローカル仕事図鑑  

新天地のハローワーク 人生を変える働き方 
DECO/編  技術評論社 366.2 ロ 

ラブ、ピース＆カンパニー 

これからの仕事５０の視点 
楠本 修二郎 日経 BP 社 673.9 ク 

 

成功の素（もと）を知る 

書   名 著者名 出版社 分類番号 

「0 から 1」の発想術 大前 研一 小学館 141.5 オ 

ニッポン経営名鑑  日経ﾄｯﾌ゚ ﾘー ﾀ゙ /ー編 日経ＢＰ社 335.2 ニ 

実践！仕事論  

現場で成功した二人がはじめて語る「地方・人・幸福」 

小山 薫堂 

唐池 恒二/共著 
講談社 336.0 コ 

モルガン・スタンレー最強のキャリア戦略 カーラ・ハリス ＣＣＣメディアハウス 366.2 ハ 

孫正義社長に学んだ「10 倍速」目標達成術 三木 雄信 PHP 研究所 BC336.2 ミ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『 ローカル仕事図鑑 

 新天地のハローワーク 

   人生を変える働き方 』 

DECO /編 技術評論社 

『 はじまりは一軒のレストラン  

      ピエトロ成功物語 』 

村田 邦彦/著 毎日新聞出版 



 

 

Ⅷ 雑誌  

  購入雑誌のほかに行政機関から寄贈された雑誌も多く所蔵しています。 

最新情報が入手できるのは雑誌の強みです。 

 コンピューター 

書  名 出版社  書  名 出版社 

Software Design 
（ソフトウェア デザイン） 

技術評論社  日経ソフトウェア 日経 BP 社 

日経パソコン 日経 BP 社  日経 PC21 日経 BP 社 

 

 法 律 

書  名 出版社  書  名 出版社 

ジュリスト 有斐閣  法学セミナー 日本評論社 

会社法務 A2Z 第一法規    

 

 経営・経済・統計 

書  名 出版社  書  名 出版社 

アントレ 
リクルート 

ホールディングス 
 商業界 商業界 

会社四季報 未上場会社版 東洋経済新報社  食品商業 商業界 

会社四季報 ワイド版 東洋経済新報社  宣伝会議 宣伝会議 

企業会計 中央経済社  日経エコロジー 日経 PB 社 

企業診断 同友館  日経デザイン 日経 BP 社 

経済界 経済界  日経トップリーダー 日経 BP 社 

経済セミナー 日本評論社  日経ビジネス 日経 BP 社 

月刊金融ジャーナル 金融ジャーナル社  Harvard Business Review 
（ハーバード ビジネス レビュー） 

ダイヤモンド社 

THE 21 PHP 研究所  販促会議 宣伝会議 

週刊エコノミスト 毎日新聞出版  プレジデント プレジデント社 

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社  リベラルタイム リベラルタイム出版社 

週刊東洋経済 東洋経済新報社    

 

 環 境 

書  名 出版社  書  名 出版社 

月刊廃棄物 日報ビジネス  環境と公害 岩波書店 

環境会議 事業構想大学院大学出版部  環境ビジネス 日本ビジネス出版 

 



 

 

 

Ⅸ 新聞 

地域新聞をはじめ、ビジネスに役立つ業界新聞も所蔵しています。 

岐阜新聞 朝刊・夕刊 中央図書館・分館 ほか 

中日新聞 朝刊・夕刊 中央図書館・分館 ほか 

朝日新聞 朝刊・夕刊 中央図書館・分館 ほか 

毎日新聞 朝刊・夕刊 中央図書館・分館  

読売新聞 朝刊 中央図書館・分館 

産経新聞 朝刊 中央図書館・分館 

中部経済新聞 朝刊 中央図書館 

日本経済新聞 朝刊・夕刊 中央図書館・分館 ほか 

建通新聞（中部） 朝刊 中央図書館 

THE JAPAN TIMES  中央図書館・分館 

繊維ニュース  分館 

繊研新聞  分館 

中小企業振興  中央図書館・分館 

日刊工業新聞  中央図書館 

日経ヴェリタス  中央図書館 

日経産業新聞  中央図書館 

日経流通（MJ）新聞  中央図書館・分館 

日本消費経済新聞  中央図書館 

 

 

 

 

※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。 

 

 

※新聞は、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。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ⅹ オンラインデータベース 

中央図書館で利用できるデータベースです。 

官報情報検索サービス 

＊職員による代行検索 

1947（昭和 22）年からの官報の本誌、号外、政府調達

広告版、資料版、目録が検索できます。 

D1-Law．com 

（第一法規） 

現行法規や判例のほか、これを理解するための要旨・解説

情報に併せ、多くの法情報・文献情報が検索できます。 

市場情報評価ナビ 

（日本統計センター） 

人口・世帯データや消費支出・購買力データ、富裕層デー

タ等の地域特性を評価した商圏分析レポートが検索でき

ます。ただし、町丁ごとの詳細レポートは愛知・岐阜県内

のみです。 

聞蔵Ⅱビジュアル 

（朝日新聞社） 

1879（明治 12）年からの朝日新聞、「AERA」「週刊朝

日」の記事、戦時中のアジア各地の写真が見られる「歴史

写真アーカイブ」「アサヒグラフ」、朝日新聞社が発行する

2001（平成 13）年 4 月からの英字新聞の記事が検索で

きます。また、現代用語辞典「知恵蔵」、各界の著名人のプ

ロフィールが見られる「人物データベース」も利用できま

す。 

岐阜新聞記事データベース 

（岐阜新聞社） 

1881（明治 14）年から検索日より 1 ヶ月前までの岐阜

新聞・朝刊の記事が検索できます。ただし、プリントアウ

トすることはできません。 

※一部欠号があります。 

中日新聞・東京新聞記事データベース 

（中日新聞社） 

中日新聞は 1987（昭和 62）年 4 月からの最終（市民

版）、1989 年 4 月からの愛知・岐阜・三重県下の全地域

版と、東京新聞は 1997（平成 9）年 4 月からの記事が検

索できます。 

日経テレコン 21 

（日本経済新聞社） 

1975（昭和 50）年 4 月からの日本経済新聞などの日経

各誌の記事や、企業情報、人事情報、経済統計等が検索で

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 お役立ちＵＲＬ 

 

 

 

 

 

 

開業を目指す方や中小企業経営者の支援、セミナー等の 

お役立ち情報をご活用ください。 

 

経済産業省 http://www.meti.go.jp/→新規産業・ベンチャー 

特許庁 https://www.jpo.go.jp/indexj.htm→施策・支援情報 

中小企業庁 http://www.chusho.meti.go.jp/ 

日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/ 

岐阜県 HP http://www.pref.gifu.lg.jp/→産業・農林水産・観光 

岐阜県産業経済振興センター http://www.gpc-gifu.or.jp/ 

岐阜県よろず支援拠点 http://www.gpc-gifu.or.jp/monodukuri/yorozu/ 

岐阜市 HP http://www.city.gifu.lg.jp/→事業者向け→企業支援、産業振興 

又は→組織別索引→商工観光部→産業雇用課、企業誘致課  

岐阜市創業支援ルーム http://www.city.gifu.lg.jp/7931.htm 

   岐阜商工会議所 経営支援情報 https://www.gcci.or.jp/management/index.html 

NPO 法人起業家支援ネット http://www.b-supportnet.com/  

 

 

 

 

利用案内 

①利用者登録  ※岐阜県内に在住、もしくは岐阜市内に在勤・在学の方に交付します。  

カウンターで利用カードの交付を受けてください。 

「利用カード交付申込書」に必要事項を記入し、本人確認のできる物（運転免許証、健康保険証、 

学生証など公的機関の発行した証明書）を添えてカウンターへお持ちください。 

②本の貸出手続き 

借りる資料とご本人の利用カードをカウンターへお持ちください。（中央図書館・分館では自動貸

出機が利用できます。）一人 10 冊まで、15 日以内で借りることができます。 

 

～請求記号の見方～ 

図書館の資料は、日本十進分類法に従って用いられている分類番号によって種類分けされています。 

岐阜市立図書館では、各館で特別に配置されている資料が一目でわかるように、先頭にアルファベ

ットをつけた請求記号も用いています。ここに取り上げた例は一部ですので、詳しくはお問合わせ

ください。 
 

Ｇ ：郷土資料 ※貸出禁止   ＢＣ：新書コーナー   ＦＬ：ファッションライブラリー     

 

 

 

ビジネスに関連する機関が作成している HP をご紹介します。 

http://www.meti.go.jp/
https://www.jpo.go.jp/indexj.htm
http://www.pref.gifu.lg.jp/
http://www.city.gifu.lg.jp/
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