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みんなに心地よい「働きかた」とは
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

自分の時間を取り戻そう
ゆとりも成功も手に入れられるたった１つの考え方

ちきりん／著 ダイヤモンド社 2016.11 159ﾁ

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

やりがいから考える自分らしい働き方 矢島 里佳／著 キノブックス 2017.5 159.4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

前田さん、主婦の私もフリーランスになれます
か？

前田 めぐる／著 日本経済新聞出版社 2017.2 335ﾏ

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

これからの僕らの働き方
次世代のスタンダードを創る１０人に聞く

横石 崇／編,真鍋 大度
／ほか著

早川書房 2017.1 366.2ｺ

ワーク・ライフ・セルフの時代 石田 裕子／著
クロスメディア・マー
ケティング

2015.8 366.3ｲ

「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

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

ダイバーシティマネジメントの実践
豊富な事例で学ぶ、多様な雇用の実際

東京都社会保険労務士
会／編

労働新聞社 2015.3 336.4ﾀﾞ

　　「起業」する
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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

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

じぶんサイズで起業しよう！　未来につながる働き
方,プチ起業のリアルが見えるエピソード満載！

鈴木 淑子／著 青山ライフ出版 2017.5 335ｽ

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

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

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

ひとりから始める　「市民起業家」という生き方 川口 和正／著 同友館 2017.4 335.8ｶ

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

どんな人がどのように起業し、成功したのか？

実務的なものも含め、あなたの起業・経営の維持に参考になる資料を集めました。



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

ママの時間割。 主婦と生活社 2015.7 L367.3ﾏ

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

先輩に学ぶ「経営」を続けるヒント
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

チームのことだけ、考えた。　サイボウズはどのように
して「１００人１００通り」の働き方ができる会社になったか

青野 慶久／著 ダイヤモンド社 2015.12 007.3ｱ

女、今日も仕事する 大滝 純子／著 ミシマ社 2015.7 159.4ｵ

すべての女は、自由である。 経沢 香保子／著 ダイヤモンド社 2016.4 159.6ﾂ

今を生きる９０代女性のビジネス・ライフ
働く女性と上司に贈る「運、鈍、根」がキーワード

梅島 みよ／著 ＰｒｏＦｕｔｕｒｅ 2016.8 289.1ｳ

子育てママの「起業」の仕方教えます。
資金ゼロから年商４億！ブログで成功！

井上 幸子／著 ゲイン 2016.12 335ｲ

「私らしさ」のつくりかた 猪熊 真理子／著 サンクチュアリ出版 2016.12 335ｲ

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

マイペースでずっと働く！女子のひとり起業２年
目の教科書

滝岡 幸子／著 同文舘出版 2016.9 335ﾀ

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

中小企業の未来を創る女性たち！
日本を元気にする女性パワー

波形 克彦／監修,小林
勇治／ほか監修

三恵社 2016.3 335.1ﾁ

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

社会的課題に挑戦する若き起業家たち
ソーシャルイノベーションの胎動

関西中小企業研究所／
編,小松 史朗／編

晃洋書房 2017.7 335.8ｼ

１０００億円のブームを生んだ考えぬく力 須永 珠代／著 日経ＢＰ社 2016.5 345ｽ

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

五感経営　産廃会社の娘、逆転を語る 石坂 典子／著 日経ＢＰ社 2016.9 519.7ｲ

ザ・町工場　“女将”がつくる最強の職人集団 諏訪 貴子／著 日経ＢＰ社 2016.3 532ｽ

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

輝ける場所を探して　裸でも生きる３ 山口 絵理子／著 講談社 2016.12 589.2ﾔ

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

ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由 小林 せかい／著 太田出版 2016.12 673.9ｺ

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

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 2016.5 324.1ﾌ

知識ゼロからの小さな会社の始め方
アディーレ会計事務所／
ほか著

幻冬舎 2017.3 335ｱ



ママ起業家これだけ知っておけば十分
税金＋社会保険＆経営の便利ブック

岡 京子／著 セルバ出版 2017.1 335ｵ

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

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

個人事業のはじめ方がすぐわかる本
’１７～’１８年版

ヒューマン・プライム／
著

成美堂出版 2017.7 335ﾋ

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

自分たちでつくろうＮＰＯ法人！
新版　第１次改訂版

名越 修一／著,堀田 力
／監修

学陽書房 2017.8 335.8ﾅ

マンガでやさしくわかる起業のための事業計画
書

兼田 武剛／著,円茂 竹
縄／作画

日本能率協会マネジ
メントセンター

2016.12 336.1ｶ

マンガでわかる事業計画書のつくり方 渡辺 政之／監修 西東社 2017.6 336.1ﾏ

トラブルにならない小さな会社の女性社員を雇う
ルール

井寄 奈美／著 日本実業出版社 2016.8 336.4ｲ

社長！その労務管理はアウトです！
もめない会社の労働法入門

藤本 勉／著 労働調査会 2017.2 336.4ﾌ

図解＆事例で学ぶ起業・開店の教科書
小さな会社とお店の始め方

シェルパ／著 マイナビ出版 2017.6 673ｼ

仕事上のテクニックを学ぶ
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

女性リーダーのためのレジリエンス思考術 三田村 薫／著 同文舘出版 2017.3 159.4ﾐ

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

「時短」と「成果」が両立する劇速スピード仕事術
今日から働き方が変わる！

日経ＢＰ社 2017.8
L 336.2

ｼﾞ

リーダーのための！　ファシリテーションスキル 谷 益美／著 すばる舎 2014.7 336.2ﾀ

女性が働き続ける会社のすごい仕組み
結婚・出産で辞めない制度・組織・雰囲気のつくり方

雨宮 健太／著 現代書林 2016.6 336.4ｱ

ダイバーシティ・マネジメント入門
経営戦略としての多様性

尾崎 俊哉／著 ナカニシヤ出版 2017.4 336.4ｵ

儲かりたいならパート社員を武器にしなさい 小山 昇／著 ベストセラーズ 2017.6 336.4ｺ

仕事で恥をかかないビジネスマナー
岩下 宣子／監修,日本経
済新聞出版社／編

日本経済新聞出版
社

2016.4 336.4ｼ

女性のビジネスマナーパーフェクトブック
この一冊で、必要なスキルが身につく！

松本 昌子／監修 ナツメ社 2017.2 336.4ｼﾞ

最新コーチングの手法と実践がよ～くわかる本
「人を動かす力」が身に付く虎の巻！　第３版

谷口 祥子／著 秀和システム 2016.9 336.4ﾀ

なぜかうまくいく人の「聞く」技術
アクティブリスニング

谷本 有香／著 ダイヤモンド社 2015.5 336.4ﾀ

ちょっとした“気配り”で仕事も人間関係もラクに
なる！

林 文子／著 秀和システム 2015.7 336.4ﾊ

ビジネスパーソンのためのアサーション入門
平木 典子／著,金井 寿
宏／著

金剛出版 2016.5 336.4ﾋ

世界のリーダーに学んだ自分の考えの正しい伝
え方

橘・フクシマ・咲江／著 ＰＨＰ研究所 2014.9 336.4ﾌ

一瞬で場をつかむ！プレゼン伝え方のルール 森本 曜子／著 同文舘出版 2016.9 336.4ﾓ

営業女子　働き方の基本がわかる教科書 太田 彩子／著 プレジデント社 2016.12 673.3ｵ



　　その他
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

新しい力　私たちが社会を変える 共同通信社／編 新評論 2017.6 309ｱ

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

日本の「いい会社」　地域に生きる会社力
坂本 光司／著,法政大学大
学院坂本光司研究室／著 ミネルヴァ書房 2017.4 335.2ﾆ

新規開業白書　 ２０１７年版
日本政策金融公庫総合
研究所／編

佐伯印刷 2017.6
R 335.3

ｼ

稼ぐＮＰＯ　利益をあげて社会的使命へ突き進む
後 房雄／著,藤岡 喜美
子／著

カナリアコミュニケー
ションズ

2016.5 335.8ｳ

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

　　　　　　　　　　　　発行：愛知県女性総合センター　情報ライブラリー

※　請求記号Ｒの資料は参考資料です。貸出できません。

（２０１７年９月末日確認のＨＰアドレスです）

●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。

●女性のための起業相談 （個別相談・要申込） ●『か ら ふ る 女性応援士隊』無料個別相談会

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）

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）

日本政策金融公庫 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。

ＮＰＯ法人起業支援ネット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「起業の学校」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。


