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タイトル 著者名 出版社 刊行年 資料バーコード

スタートアップ法務
アンダーソン・毛利・友

常法律事務所／編著
中央経済社 2022 1111291504

起業のすすめ 佐々木紀彦／著 文藝春秋 2021 1111272702

図解スタートアップ企業の経理入門 新井啓史／著 中央経済社 2021 1111251995

個人事業のはじめ方がすぐわかる本　'21～'22年版 ヒューマン・プライム／著 成美堂出版 2021 1111245260

お客が殺到する飲食店の始め方と運営　'21～'22年版 入江直之／著 成美堂出版 2021 1111268205

新規開業白書　2021年版 日本政策金融公庫／編 日本政策金融公庫 2021 1111131700

中小企業・支援者のためのものづくり補助金申請ガイド

ブック
大西俊太／著 税務経理協会 2021 1111225668

共感が未来をつくる 野中郁次郎／編著 千倉書房 2021 1111229900

起業大全 田所雅之／著 ダイヤモンド社 2020 1111203244

これからの飲食店開業成功のツボ 森和也／著 旭屋出版 2020 1110722087

はじめよう!移動販売 滝岡幸子／著 同文舘出版 2019 1111041016

クラウドファンディングストーリーズ 出川光／著 青幻舎 2019 1111041693

入門起業の科学 田所雅之／著 日経BP社 2019 1110951926

しょぼい起業で生きていく えらいてんちょう／著 イースト・プレス 2018 1110957329

「事業計画書」作成講座 手塚貞治／著 日本実業出版社 2018 1110941000

女性起業はじめの一歩と続け方 ブレインワークス／編著 カナリアコミュニケーションズ2018 1110932454

新事業開発成功シナリオ 高橋儀光／著 同文舘出版 2018 1110897293

「事業を創る人」の大研究 田中聡／[著]
クロスメディア・パブ

リッシング
2018 1110768361

事業計画を実現するKPIマネジメントの実務 大工舎宏／著
日本能率協会マネジメ

ントセンター
2017 1110897277

ゼロからいくらでも生み出せる!起業1年目のお金の教科

書
今井孝／著 かんき出版 2017 1110677307

起業の科学 田所雅之／著 日経BP社 2017 1110870563

STARTUP 村山恵一／著 日本経済新聞出版社 2017 1110870571

誰も教えてくれない起業のリアル 景山厚／著
幻冬舎メディアコンサ

ルティング
2017 1110897251

A3一枚でつくる事業計画の教科書 三浦太／著 あさ出版 2017 1110896188

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 2016 1110897285

社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス入門 駒崎弘樹／著 PHP研究所 2016 1110852355

日本のソーシャルビジネス 日本政策金融公庫／編 同友館 2015 1110527262

起業1年目の教科書 今井孝／著 かんき出版 2015 1110612403

飲食店の開業の仕方教えます 田中 繁明／著 柴田書店 2014 1110383302

定年後の起業術 津田 倫男／著 筑摩書房 2014 1110170725

小さな企業のソーシャルビジネス 植木 力／著 文理閣 2011 1108773779

社会起業家スタートブック 百世 瑛衣乎／著 亜紀書房 2010 1108906478

■　しごとをつくる　開業・起業に関する本

本当に賢い会社のたたみ方 花本明宏／著 ぱる出版 2021 1111255640

経営者の引退、廃業、事業承継の研究 日本政策金融／編 日本政策金融公庫 2020 1111131718

事業承継におけるリスク回避の重要ポイント 岡野訓／共著 大蔵財務協会 2020 1111155345

変わる事業承継
森・濱田松本法律事務所

／編
日本経済新聞出版社 2019 1110982848

大阪府事業引継ぎ支援センターの挑戦 上宮克己／著 リンケージ・パブリッシング2019 1111045850

■　しごとをひきつぐ　事業の承継に関する本
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実務目線からみた事業承継の実務 岡野訓／共著 大蔵財務協会 2018 1111104442

創業から廃業まで中小企業のための経営法務Q&A 木村貴司／監修 同友館 2018 1110776000

事業承継支援マニュアル 日本公認会計士協会／編
日本公認会計士協会出版

局
2017 1110750385

中小企業の事業承継 牧口晴一／著 清文社 2016 1110474135

中小企業のための事業承継ハンドブック
日本公認会計士協会東京

会／編
清文社 2016 1110472170

事業承継にも使える!中堅・中小企業のためのM&Aコンパク

トバイブル
飛翔法律事務所／編 経済産業調査会 2016 1110620992

事業承継で生まれ変わる 日本政策金融公庫／編 日本政策金融公庫 2015 1110613641

「後継者」という生き方 牟田 太陽／著 プレジデント社 2015 1110513171

事業承継「不安・トラブル」納得する解決法! 後藤 孝典／著 かんき出版 2014 1110394341

■　しごとをひきつぐ　事業の承継に関する本

活躍する若手社員をどう育てるか 山内祐平／編著 慶應義塾大学出版会 2022 1111283386

中小企業だから実現できるテレワーク 宮下由多加／著 ジャムハウス 2021 1111260756

働き方のデジタルシフト 村上智之／著 技術評論社 2021 1111258438

ビジネススキル図鑑 堀公俊／著
日経BP日本経済新聞出

版本部
2021 1111269575

事例で学ぶOJT 田中淳子／著 経団連出版 2021 1111236806

リモートワーク・マネジメント セダール・ニーリー／著 アルク 2021 1111232896

恐れのない組織
エイミー・C.エドモンド

ソン／著
英治出版 2021 1111239826

働きやすさを本気で考えたら、会社の売上が5倍になりま

した。
雅樂川陽子／著 同文舘出版 2019 1111036339

スタンフォードが教える本当の「働き方改革」 リア・ワイス／著
ハーパーコリンズ・

ジャパン
2019 1111031306

「働く」ことについての本当に大切なこと 古野庸一／著 白桃書房 2019 1111026538

謝罪力 竹中功／著 日経BP社 2019 1110959499

コーチングの基本 鈴木義幸／監修 日本実業出版社 2019 1111016281

イラストで見る接客の基本とコツ 渡邊忠司／著 学研プラス 2018 1110953351

30代の働く地図 玄田有史／編 岩波書店 2018 1110933973

強くて優しい会社 末永春秀／[著]
クロスメディア・パブ

リッシング
2018 1110792353

これからはじめる在宅勤務制度 毎熊典子／著 中央経済社 2018 1110898465

トランスジェンダーと職場環境ハンドブック 東優子／著
日本能率協会マネジメ

ントセンター
2018 1110886544

なぜあの会社の女性はイキイキ働いているのか 福田尚好／著 同友館 2018 1110781646

人材育成ハンドブック 眞崎大輔／監修 ダイヤモンド社 2017 1110751581

働く文学 奥憲太／著 東海教育研究所 2017 1110866397

アルバイト・パート採用・育成入門 中原淳／著 ダイヤモンド社 2016 1110496302

すべての仕事は「肯定」から始まる 丸山 俊一／著 大和書房 2015 1110550280

職場のLGBT読本 柳沢 正和／著 実務教育出版 2015 1110443452

OJT完全マニュアル 松尾睦／監修 ダイヤモンド社 2016 1110830427

私たちはどのように働かされるのか 伊原 亮司／著 こぶし書房 2015 1110422100

定年女子 岸本 裕紀子／著 集英社 2015 1110514930

働く。なぜ? 中澤 二朗／著 講談社 2013 1110152111

■　しごとをらくにする　働くうえで環境やスキル、モチベーションが向上するような本


