
2022.12　岐阜県図書館

■豊増講師の著書

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所 資料コード

女性のための「起業の教科書」 豊増 さくら／編著 日本実業出版社 2018.1 335/ト 一般１階 8134998941

■経理関連

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所 資料コード

推薦 はじめての人の簿記入門塾 浜田 勝義／著 かんき出版 所蔵なし

推薦 80分でマスター!ガチ速簿記入門 金川 顕教／著 扶桑社 所蔵なし

推薦
フリーランスを代表して申告と節税について

教わってきました。
きたみ りゅうじ／著 日本実業出版社 所蔵なし

推薦

お金のこと何もわからないままフリーランス

になっちゃいましたが税金で損しない方法を

教えてください!

大河内 薫／著
サンクチュアリ出

版
所蔵なし

推薦
図解いちばんやさしく丁寧に書いた青色申告

の本

千代田タックスパート

ナーズ／監修
成美堂出版 所蔵なし

推薦 経費で落ちる領収書大全 石渡 晃子／著 ナツメ社 所蔵なし

やさしい公営企業会計
地方公営企業制度研究

会／編
ぎょうせい 2020.1 335.7/ヤ 一般１階 8135246431

すぐに役立つはじめての人でも大丈夫!最新個

人開業・青色申告の基本と手続き実践マニュ

アル

武田 守／監修 三修社 2020.1 335/ス 一般１階 8135246914

会社の事務手続き<社会保険・労務・経理・

登記>と書式実践マニュアル
小島 彰／監修 三修社 2020.2 336.55/カ 一般１階 8135163965

80分でマスター!ガチ速決算書入門 金川 顕教／著 扶桑社 2020.4 336.83/カ ９書庫 8141744298

最新よくわかる決算書の鉄則と読み方 松田 修／著 秀和システム 2020.1 336.83/マ 一般１階 8135246923

経理業務の基本 小島 孝子／著 日本実業出版社 2022.1 336.9/コ 一般１階 8135380457

知識ゼロでも自分でできる!個人事業の経理と

節税
大沢 育郎／監修 ナツメ社 2019.1 336.9/チ 一般１階 8135117800

すぐに役立つこれだけは知っておきたい!最新

暮らしの税金しくみと手続き
武田 守／監修 三修社 2021.5 345/ス 一般１階 8135311146

フリーランスが知らないと損するお金と法律

のはなし
師走 トオル／著 ソーテック社 2018.1 345/シ 一般１階 8135003872

フリーランス&個人事業主のための確定申告 山本 宏／監修 技術評論社 2021.1 345.33/フ 一般１階 8135347130

■起業関連

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所 資料コード

推薦 個人事業の教科書1年生 宇田川 敏正／監修 新星出版社

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 一般１階 8134758373

フリーランスの進路相談室
Workship MAGAZINE

／監修・協力
KADOKAWA 2021.2 335/フ 一般１階 8135279076

フリーランス六法
フリーランスの働き方

研究会／著
青春出版社 2021.6 335/フ 一般１階 8135311066

岐阜発イノベーション前夜 三輪 知生／著 生産性出版 2020.2 G/335/ミ/A 郷土２階 8135187090

日本の女性起業家のキャリア形成 李 侖姫／著 明石書店 2020.1 335.13/イ 一般１階 8135254513

危機でも大丈夫!「小さな会社」のつくり方・

変わり方
山本 憲明／著 明日香出版社 2021.1 335.35/ヤ 一般１階 8135266621

自分たちでつくろうNPO法人! 名越 修一／著 学陽書房 2020.1 335.89/ナ 一般１階 8135163929

はじめよう!移動販売 滝岡 幸子／著 同文舘出版 2019.8 673.9/タ 一般１階 8135091365

※「所蔵なし」の本は購入検討中です。他他の図書館から取り寄せて借りることも可能です。

女性のための起業講座　関連ブックリスト



■販売促進関連

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所 資料コード

推薦 小さな会社の稼ぐ技術 栢野 克己／著 日経BP社 所蔵なし

推薦 「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法 岡本 達彦／著 ダイヤモンド社 所蔵なし

推薦 どうすれば、売れるのか? 木暮 太一／著 ダイヤモンド社 所蔵なし

推薦 売れる!楽しい!「手書きPOP」のつくり方 増澤 美沙緒／著 同文舘出版 所蔵なし

売れる配色 グラフィック社／編 グラフィック社 2020.5 675.1/ウ 一般１階 8135184900

ユーザーの「心の声」を聴く技術 奥泉 直子／著 技術評論社 2021.4 675.2/オ 一般１階 8135304544

動画で「売れる仕組み」をつくる 前田 考歩／著 翔泳社 2021.7 Y/675/マ 電子書籍 8230038241

プロに教わる1秒で心をつかむPOPのつくり

方

パイインターナ

ショナル
2016.3 674.5/プ 一般１階 8134652801

POPの教科書 山口 茂／著 すばる舎 2017.1 Y/674.5/ヤ 電子書籍 8230034153

674.7/ナ 一般１階 8134899952

Y/674.7/ナ 電子書籍 8230034162

■人を活用したい場合

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所 資料コード

推薦 心理的安全性のつくりかた 石井 遼介／著
日本能率協会マネ

ジメントセンター
2020.9 336.3/イ 一般１階 8135215506

推薦 LISTEN ケイト・マーフィ／著 日経BP 所蔵なし

自己肯定感を高めて職場の居心地をよくする

方法
浅野 泰生／著 つた書房 2021.5 159.4/ア ９書庫 8141834303

一般１階 8135295202

電子書籍 8230022958

人材育成と職場の人間関係 坂本 理郎／著 中央経済社 2020.3 336.4/サ 電子書籍 8230018104

採用面接100の法則 曽和 利光／著
日本能率協会マネ

ジメントセンター
2022.7 336.42/ソ 一般１階 8135428514

■読み物

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所 資料コード

推薦 アルケミスト
パウロ・コエーリョ／

著
角川書店 2001.1 969.3/コ 一般１階 8132020350

推薦 破天荒フェニックス 田中 修治／著 幻冬舎 所蔵なし

■先輩起業家推薦図書・関連図書

書名 著者名 出版者名 出版年 請求記号 所蔵場所 資料コード

推薦 裸でも生きる 山口絵理子／著 講談社 2007.9 589.2/ヤ ９書庫 8133609600

仕事の小さな幸福 木村 俊介／著
日本経済新聞出版

社
2014.4 366.29/キ 清流文庫 8134707409

推薦 FACTFULNESS
ハンス・ロスリングほ

か／著
日経BP社 2019.1 002.7/フ 一般１階 8141735717

推薦 センスは知識からはじまる 水野 学／著 朝日新聞出版 所蔵なし

グッドデザインカンパニーの仕事 水野 学/著 誠文堂新光社 2008.1 757/ミ ９書庫 8133755386

ささるアイディア。
水野 学、佐藤 尚之／

[ほか述]
誠文堂新光社 2021.1 141.5/サ ティーン 8135388796

世界観をつくる 水野 学／著 朝日新聞出版 2020.3 336.1/ミ 一般１階 8135170146

広告ってすごい!がわかる人気講座　vol.1 日経広告研究所／編 日経広告研究所 2018.1 674/コ/1 一般１階 8135017297

推薦 ブランドのはじめかた 中川 淳／著 日経BP社 所蔵なし

586.3/ナ 一般１階 8134773600

Y/586.3/ナ 電子書籍 8230010901

推薦 ファンベース 佐藤 尚之／著 筑摩書房 2018.2 675/サ 一般１階 8134898703

推薦 売上を、減らそう。 中村 朱美／著 ライツ社 所蔵なし

336.3/タ東洋経済新報社高橋 潔／著ゼロから考えるリーダーシップ 2021.4

チラシの教科書 中山 マコト／著 すばる舎 2018.2

2017.3東洋経済新報社中川 政七／著日本の工芸を元気にする!


