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「働き方」について考える
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

自分を生きる働き方
幸せを手作りする６人のワークシフト

荒川 竜／著 学芸出版社 2012.12 159.4ｱ

本当の仕事　自分に嘘をつかない生き方・働き方 榎本 英剛／著
日本能率協会マネジ
メントセンター

2014.12 159.4ｴ

ココロオドル仕事を見つける方法 仲 暁子／著 サンマーク出版 2013.9 159.4ﾅ

ハードワーク！グッドライフ！
新しい働き方に挑戦するための６つの対話

山崎 亮／ほか著 学芸出版社 2014.10 159.4ﾊ

わたし色の生き方
自分らしくはたらく１２人のリアルストーリー

石山 智恵／著 ＰＨＰ研究所 2013.4 281ｲ

ふるさとを元気にする仕事 山崎 亮／著 筑摩書房 2015.11 K318ﾔ

時間と場所にとらわれない新しい働き方
ランサーズ株式会社／企
画・編集

ランサーズ 2014.4 335ｼﾞ

生きるためにつながる 石鍋 仁美／著 日本経済新聞出版社 2013.10 361.3ｲ

仕事文脈　ＶＯＬ．３ 仕事文脈編集部／編集 タバブックス 2013.11 366ｼ

仕事のエッセンス 　「はたらく」ことで自由になる 西 きょうじ／著 毎日新聞出版 2015.11 366ﾆ

あなたは、今の仕事をするためだけに生まれて
きたのですか　４８歳からはじめるセカンドキャリア読本

伊藤 真／著、野田 稔
／著

日本経済新聞出版社 2015.6 366.2ｲ

しごととわたし 梶山 ひろみ／著 イースト・プレス 2014.11 366.2ｶ

彼女が会社を辞めた理由
夢を叶えた「元会社員」１３人の物語

影山 惠子／著
阪急コミュニケーショ
ンズ

2011.6 366.2ｶ

自分の仕事をつくる 西村 佳哲／著 晶文社 2003.9 366.2ﾆ

「私らしく」働くこと
自分らしく生きる「仕事のカタチ」のつくり方

一田 憲子／著 マイナビ 2015.7 366.3ｲ

新しいママの働き方 奥田 絵美／著 アチーブメント出版 2015.6 366.3ｵ

　　「起業」するという選択肢
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

専業主婦が「起業」で成功する方法
女性の新しいキャリア

海老原 玲子／著
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

2012.12 159.4ｴ

「起業」の２文字が頭に浮かんだ人へ
ダイエックス起業支援プ
ロジェクト／編著

ダイエックス出版 2013.3 325.2ｷ

「子どもがいると働きに出るのは難しいよね…」「社員として働くと、取りたいときに休みが取れないのでは…？」

「フルタイムで働きたいけど、介護や育児に配慮してくれる会社って見つかるかな?」

思うように仕事を見つけられない、そんな時は働き方の一つとして「起業」を視野に入れてみてはどうでしょうか？



片桐実央の実践！ゆる起業　 シニア起業の成功書 片桐 実央／著 同友館 2014.5 335ｶ

好きを仕事に！　私らしいローリスク起業 キャリア３５／著 ビーケイシー 2013.4 335ｷ

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 2013.9 335ｷﾞ

ひとりビジネスの教科書　自宅起業のススメ 佐藤 伝／著 学研パブリッシング 2015.10 335ｻ

いつも予約でいっぱいの人気サロンをつくる７つ
のレッスン

神馬 友子／著 自由国民社 2015.8 335ｼﾞ

起業するなら主婦がイチバン！ 治面地 順子／著 まこといちオフィス 2014.3 335ｼﾞ

マイペースで働く！女子のひとり起業 滝岡 幸子／著 同文舘出版 2015.11 335ﾀ

女性起業セミナー
わたしを、日本を元気にする生き方

辻 朋子／著、ＤｅａｒＷＯ
ＭＡＮ／編

平成出版 2012.11 335ﾂ

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／著 ダイヤモンド社 2014.11 335ﾋ

１００万円から起業して成功する方法
好きなこと・やりたいことで幸せになる９章

横山 禎一／著 さくら舎 2016.3 335ﾖ

旗手たちのアリア　社会起業家編 日経ビジネス／編 日経ＢＰ社 2014.12 335.1ｷ

女性起業家に学ぶ
自己表現による自分おこしから街おこし・村おこしへ

今井 朗子／編 松本大学出版会 2010.11 335.1ｼﾞ

小さく始めて１億売ったママ起業私の方法 園田 正世／著 祥伝社 2012.9 335.1ｿ

女性社長が日本を救う！ 横田 響子／著 マガジンハウス 2011.5 335.1ﾖ

小さな起業で楽しく生きる
仲間と始める地域協働ビジネス

ワーカーズ・コレクティブ
ネットワークジャパン／著

ほんの木 2014.2 335.6ﾜ

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 2016.1 335.8ｺ

スローワーク、はじめました。
谷田 俊太郎／文、宮沢
豪／写真

主婦と生活社 2005.3 366.2ﾀ

ママの時間割。 主婦と生活社 2015.7 L367.3ﾏ

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／著 小学館 2015.11 495.8ﾖ

強くしなやかな経営
１５万円から地場産業をつくった起業家の哲学

浅野 邦子／著 ＰＨＰ研究所 2011.4 565.1ｱ

ないないづくしの起業術 大和田 聡子／著 中央公論新社 2010.12 588.3ｵ

小さなパン屋さん、はじめました。
女性オーナー１０人に学ぶお店のはじめ方・続け方

田川 ミユ／著 雷鳥社 2013.11 588.3ﾀ

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／著 早川書房 2014.7 589ﾔ

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／著 新潮社 2015.8 589.2ﾐ

起業は山間から　石見銀山 群言堂 松場登美 森 まゆみ／著 バジリコ 2009.8 589.2ﾓ

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／著、雨
宮 寛／ほか訳

東洋経済新報社 2013.12 589.7ｽ

農業女子　女性×農業の新しいフィールド 伊藤 淳子／著 洋泉社 2015.4 611.7ｲ



ホームレス農園
命をつなぐ「農」を作る！若き女性起業家の挑戦

小島 希世子／著 河出書房新社 2014.10 611.7ｵ

社会的企業をめざす農村女性たち
地域の担い手としての農村女性起業

沢野 久美／著 筑波書房 2012.3 611.7ｻ

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 2013.4 673ﾁ

ＧＩＬＴ
ＩＴとファッションで世界を変える私たちの起業ストーリー

アレクシス・メイバンクほ
か／著、実川 元子／訳

日経ＢＰ社 2013.4 673.3ﾒ

８５歳、おばあちゃんでも年商５億円 和田 京子／著 ＷＡＶＥ出版 2016.3 673.9ﾜ

知っておきたい法律や実務など
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

個人事業のはじめ方がすぐわかる本
’１５～’１６年版

ヒューマン・プライム／
著

成美堂出版 2015.7 335ｺ

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／著 あさ出版 2015.3 335ｺ

最新起業のための設立＆運営手続きサポート
マニュアル

大沢 豪／監修 三修社 2015.8 335ｻ

ゼロから会社をつくる方法　第３版 平林 亮子／ほか著 税務経理協会 2013.7 335ｾﾞ

マンガでやさしくわかる起業
中野 裕哲／著、大舞 キ
リコ／作画

日本能率協会マネジ
メントセンター

2014.12 335ﾅ

入門図解個人開業・青色申告のしくみと手続き
事業者必携,帳簿のつけ方から届出・申告・経費処理まで

三好 和紗／監修 三修社 2015.12 335ﾆ

始めの一歩を踏み出す前に開業のための手続
き完全マニュアル

小松崎 哲史／ほか著 同友館 2016.2 335ﾊ

ダンゼン得する知りたいことがパッとわかる起業
と会社経営の実務がよくわかる本

古田 真由美／ほか著 ソーテック社 2015.6 335ﾌ

　　その他
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

なぜ「女性起業」は男の１０倍成功するのか 後藤 勇人／著 ぱる出版 2015.9 335ｺﾞ

ビジネススクールでは学べない世界最先端の経
営学

入山 章栄／著 日経ＢＰ社 2015.11 335.1ｲ

日本でいちばん大切にしたい会社２ 坂本 光司／著 あさ出版 2010.1 335.3ｻ

新規開業白書　 ２０１５年版
日本政策金融公庫総合
研究所／編

佐伯印刷 2015.6
R 335.3

ｼ

新市民伝　ＮＰＯを担う人々 辻 陽明／ほか著 講談社エディトリアル 2015.6 335.8ｼ

キラキラ女性経営者を目指す！　会社経営の教科書
新日本有限責任監査法
人／ほか編

同文舘出版 2014.12 336ｷ

ワークスタイル変革
鵜沢 慎一郎／ほか著、
労務行政研究所／編

労務行政 2015.5 336.4ｳ

日本でいちばん社員のやる気が上がる会社
坂本 光司／著、坂本光
司研究室／著

筑摩書房 2016.3 336.4ｻ

自分で決める、自分で選ぶ
これからのキャリアデザイン

岡田 康子／著 東峰書房 2016.1 366.3ｵ

ビジネスと経営における女性
気運を盛り上げるグローバル・レポート

国際労働機関／著、田村
勝省／訳

一灯舎 2016.1 366.3ｺ

※　請求記号Ｒの資料は参考資料です。貸出できません。
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●ウィルあいち情報ライブラリー利用案内●

◯貸出 図書：１０冊 視聴覚資料：３点 （１５日以内）

◯利用時間 火～日 ９時～１９時

◯問い合わせ先 （０５２）９６２－２５１０ （ライブラリー直通）

名古屋市東区上竪杉町１番地

✿資料の貸出には、「利用カード」が必要です。

利用カードを作られる場合は、お名前・ご住所等が確認できる身分証明書をお持ちください。

内閣府男女共同参画局 女性応援ポータルサイト http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/ouen/
国が提供している創業支援やセミナーなどが省庁をまたいで紹介されています。

ビジネススキルに関する支援と共に、助成金や融資など、財政面での支援についても掲載されており、総合的に

情報を提供するオールインワン的なポータルサイトです。（リンクから各サイトにつながります）

愛知県 あいち女性の活躍促進サイト応援サイト http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/

愛知県の行う融資制度の紹介、県内の起業支援を行う団体等が紹介されています。

（リンクから各サイトにつながります）

政策金融公庫 創業支援 https://www.jfc.go.jp/n/finance/sougyou/

創業時における融資制度や、起業相談の案内などが掲載されています。創業に関するＱ＆Ａや手引、業種別の

創業ポイントなど読んで学べる基礎的な情報が豊富です。

名古屋商工会議所 創業ステーション http://www.nagoya‐cci.or.jp/keiei/sogyo_station.html

商工会議所は商工業の振興と共に地域活性を目的としています。既に事業主である方への支援がメインですが、

起業をめざす人を対象とした取り組みもあり、事業主への幅広い支援を行っています。

名古屋市新事業支援センター http://www.nipc.or.jp/new‐biz/

（公財）名古屋産業振興公社が運営するセンターで、名古屋市内で経営をしている人、創業を考えている人に

向けた支援を行っています。税理士や弁理士など専門家の無料相談などの案内が掲載されています。

ＮＰＯ法人企業支援ネットaile http://www.npo‐kigyo.net/

コミュニティビジネスの起業サポートを主とし、起業相談やセミナー等を行っている団体のHPです。

定期的に開校している「企業の学校」ではスクーリング形式で起業について学ぶことができます。

学び舎mom http://www.manabiyamom.com/

子育て中のお母さんの「働きたい」「社会とつながりたい」を応援する団体のHPです。再就職支援や各種講座、

セミナーなどを開催。他団体との連携で、起業支援講座も行っています。

財団でも女性のための起業相談を行っています。ぜひご活用ください。

●女性のための起業相談 （個別相談・要申込） http://www.aichi‐dks.or.jp/event‐2016kigyou.html

●『か ら ふ る 女性応援士隊』無料個別相談会 http://www.aichi‐dks.or.jp/event‐kyodo2016_1karafuru.html

問い合わせは･･･ （公財）あいち男女共同参画財団 企画協働課 （電 話 052‐962‐2512 ＦＡＸ 052‐962‐2477）


