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◆どんな「働き方」をしたいですか
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

まんがでわかるLIFE SHIFT 100年時代の人生戦略
リンダ・グラットン、アンドリュー・
スコット／著 星井博文／原作
松枝尚嗣／まんが

東洋経済新報社 2018.9 159ｸﾞ

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

これからは、生き方が働き方になっていく 鈴木絵里子／著 大和書房 2018.4 159.6ｽ

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

マルチプル・ワーカー「複業」の時代　働き方の新たな
選択肢

山田英夫／著 三笠書房 2018.7 366.2ﾔ

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

持続可能な生き方をデザインしよう　世界・宇宙・未来
を通していまを生きる意味を考えるESD実践学

高野雅夫／編著 明石書店 2017.9 519ｼﾞ

◆「起業」を知るために
書　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

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

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

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

女性のための「起業の教科書」　法律・お金・経営のプ
ロが教える

豊増さくら／編著 日本実業出版社 2018.11 335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!自宅でひとり起業仕事図鑑 　AT
HOME ENTREPRENEURSHIP

滝岡幸子／著 同文舘出版 2018.8 335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

女性起業はじめの一歩と続け方　女性経営者16人が
教える起業のポイントと続ける極意

ブレインワークス／編著
カナリアコミュニケー
ションズ

2018.7 335.1ｼﾞ

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

女性起業家の新しい働き方　自分らしく、しなやかに生
きるワークライフのヒント

根本登茂子／著
カナリアコミュニケー
ションズ

2018.4 335.1ﾈ

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

起業する前に読んでおきたい本

javascript:resrc(%22FT%22,%22%E5%A5%B3%E6%80%A7%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E3%83%8E%E6%96%B0%E3%82%B7%E3%82%A4%E5%83%8D%E3%82%AD%E6%96%B9%5C%5C%22,%22BOOK%22)
javascript:resrc(%22FT%22,%22%E5%A5%B3%E6%80%A7%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E3%83%8E%E6%96%B0%E3%82%B7%E3%82%A4%E5%83%8D%E3%82%AD%E6%96%B9%5C%5C%22,%22BOOK%22)
javascript:resrc(%22FT%22,%22%E5%A5%B3%E6%80%A7%E8%B5%B7%E6%A5%AD%E5%AE%B6%E3%83%8E%E6%96%B0%E3%82%B7%E3%82%A4%E5%83%8D%E3%82%AD%E6%96%B9%5C%5C%22,%22BOOK%22)


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

3つのゼロの世界 　貧困0・失業0・CO2排出0の新たな
経済

ムハマド・ユヌス、カール・
ウェーバー／[著] 、山田文／
訳

早川書房 2018.2 335.8ﾕ

ミレニアル起業家の新モノづくり論 仲暁子／著 光文社 2017.9 336.1ﾅ

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

荒くれ漁師をたばねる力　ド素人だった24歳の専業主
婦が業界に革命を起こした話

坪内知佳／著 朝日新聞出版 2017.9 661.7ﾂ

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

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

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

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
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