
分類 書名 著者 出版社

起業 スモール・スタート　あえて小さく始めよう 水代優 KADOKAWA

起業 美しいものを売るために大切なこと 野毛まゆり WAVE出版

起業 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 飛鳥新社

起業 カフェという場のつくり方 山納洋 学芸出版

起業 生徒に恵まれるスクール＆教室 開業・経営バイブル 佐藤仁 技術評論社

起業
3年後を確実にする起業の「正解」
起業一歩目から資金繰りまで社長のToDoを整理する

田中英司 技術評論社

起業
マネして完成！事業計画書
～10業種36の事例で事業計画のまとめ方がよくわかる～

ドリームゲート 技術評論社

起業 はじめてのお花屋さんオープンBOOK バウンド 技術評論社

起業 はじめてのこだわりカフェオープンBOOK バウンド 技術評論社

起業 はじめての自宅レストランオープンBOOK バウンド 技術評論社

起業 はじめてのパン＆ケーキ屋さんオープンBOOK バウンド 技術評論社

起業 はじめての私流！癒しサロンオープンBOOK バウンド 技術評論社

起業
合同会社(LLC)設立＆運営　完全ガイド
はじめてでも最短距離で登記・変更ができる！

横須賀輝尚
佐藤良基

技術評論社

起業 フリーランス＆個人事業主　いちばんラクする！経理のさばき方 和田茂夫 技術評論社

起業
独立開業から事業を軌道に乗せるまで
賢い融資の受け方35の秘訣

田原広一 幻冬舎

起業 あなたが先に儲けなさい 菅谷信一 経済界

起業 YouTube大富豪７つの教え 菅谷信一 ごま書房新社

起業 ネット経営逆転の法則 菅谷信一 ごま書房新社

起業 ゼロ起業　あなたの経験・知識をお金に換えるノウハウ 吉江勝/他 実業之日本社

起業 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 自由国民社

起業 売れる！パン屋作り40のルール 野口貴美子 主婦の友インフォス情報社

起業
ハンドメイドで夢をかなえる
本気で売るために実践すること100

田中正志 翔泳社

起業 個人事業と株式会社のメリット・デメリットがぜんぶわかる本 関根俊輔 新星出版社

起業 ゼロから会社をつくる方法 平林亮子/他 税務経理協会

起業
YouTube動画・スマホ活用で人生・ビジネスを100倍開花
させる法

菅谷信一/他 セルバ出版

起業 いちばんわかりやすい創業融資と補助金を引き出す本 原尚美 ソーテック社

起業 NPO法人のつくり方がよくわかる本 渕こずえ ソーテック社

起業
今ある会社をリノベーションして起業する
小商い“実践”のすすめ

奥村聡 ソシム

起業 問い合わせ数が4.7倍になる超戦略型ホームページ企画術 菅谷信一 ソシム

起業 図解　知識ゼロからはじめる起業の本 中野裕哲 ソシム

起業 起業は１冊のノートから始めなさい 上野光夫 ダイヤモンド社

起業 伸びる会社をつくる起業の教科書 安本隆晴 ダイヤモンド社

起業 ゼロからつくる愛されカフェ 川口葉子/他 宝島社

起業 世界でいちばん居心地のいい店のつくり方 相場正一郎 筑摩書房

起業 小商いのはじめかた 伊藤洋志 東京書籍
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起業
“好き・得意”を教える先生になろう！
「お教室のつくり方」

池田範子 同文舘出版

起業 はじめよう！おうちサロン 赤井里香 同文舘出版

起業 はじめよう！小さな雑貨屋さん 佐橋賢治 同文舘出版

起業 マイペースで働く！自宅でひとり起業　仕事図鑑 滝岡幸子 同文舘出版

起業 マイペースで働く！女子のひとり起業 滝岡幸子 同文舘出版

起業 小さな人気店をつくる！移動販売のはじめ方 平山晋 同文舘出版

起業 小さなお店、はじめました special 竹村真奈 凸版印刷

起業 発想の転換で新領域を開拓した続・7人の起業家 森部好樹 日経ＢＰ社

起業 不格好経営 南場智子 日本経済新聞出版社

起業
法律・お金・経営のプロが教える女性のための「起業の教科
書」

豊増さくら 日本実業出版社

起業
開業から１年目までの個人事業・フリーランスの始め方と手
続き・税金

望月重樹 日本実業出版社

起業
D＆DEPARTMENTに学んだ、人が集まる「伝える店」の
つくり方

ナガオカケンメイ 美術出版社

起業 起業のリアル 田原総一朗/他 プレジデント社

起業 新版　わたしのお店のはじめかた。 生野朋子/他 マイナビ

起業
50歳からの起業術
シニア起業と独立を成功に導く実践的ノウハウ61

中野裕哲 大和書房

起業
30代でお店をはじめました。
女性オーナー17人ができるまで

田川ミユ 雷鳥社

起業
男子、カフェを仕事にしました。
男性オーナー12人に学ぶお店のはじめかた

田川ミユ 雷鳥社

起業
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 雷鳥社

起業
ものづくりを仕事にしました。
女性クリエイター15人ができるまで

田川ミユ 雷鳥社

経済/ビジネス 僕たちはこうして仕事を面白くする 安藤美冬/他 ＮＨＫ出版

経済/ビジネス これ、いったいどうやったら売れるんですか？ 永井孝尚 ＳＢ新書

経済/ビジネス 伝え方のプロが教える【売上倍増】販促物のつくりかた 天野暢子 技術評論社

経済/ビジネス 60分でわかる！キャッシュレス決済 最前線 キャッシュレス研究会 技術評論社

経済/ビジネス 文章を書くのがラクになる100の技 佐久間功 技術評論社

経済/ビジネス
なぜ、あなたのウェブには戦略がないのか？
3Cで強化する5つのウェブマーケティング施策

権成俊/他 技術評論社

経済/ビジネス 最高の働きがいの創り方 三村真宗 技術評論社

経済/ビジネス いますぐはじめる　Web文章の「書き方」入門教室 志鎌真奈美 技術評論社

経済/ビジネス
コスパ最強Web集客
～あなたのホームページ、儲かってますか？

茂木邦基 技術評論社

経済/ビジネス 京都企業の実力 財部誠一 実業之日本社

経済/ビジネス
「売る」から、「売れる」へ。
水野学のブランディングデザイン講義

水野学 誠文堂新光社

経済/ビジネス 「好き嫌い」と経営 楠木建 東洋経済新聞社

経済/ビジネス 「ありがとう」と言われる会社の心動かす物語 三枝理枝子 日本経済新聞出版社

一般財団法人水戸市商業・駐車場公社



分類 書名 著者 出版社

情報ライブラリー　図書一覧

経済/ビジネス 日経プレミアシリーズPLUS　会社がわかる 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社

経済/ビジネス 日経プレミアシリーズPLUS　学歴と仕事 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社

経済/ビジネス 日経プレミアシリーズPLUS　世界がわかる 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社

経済/ビジネス 日経プレミアシリーズPLUS　世界の名門企業 日本経済新聞出版社 日本経済新聞出版社

経済/ビジネス カンブリア宮殿　村上龍×経済人　人が活きる会社 村上龍 日本経済新聞出版社

経済/ビジネス カンブリア宮殿　村上龍×経済人　変化はチャンス 村上龍 日本経済新聞出版社

経済/ビジネス なんでお店が儲からないのかを僕が解決する 堀江貴文 ぴあ

経済/ビジネス 勤めないという生き方 森健 メディアファクトリー

まちづくり まちの幸福論　コミュニティデザインから考える 山崎亮 ＮＨＫ出版

まちづくり まちへのラブレター　参加のデザインをめぐる往復書簡 乾久美子/他 学芸出版

まちづくり シェアをデザインする 猪熊純/他 学芸出版

まちづくり 100円商店街バル・まちゼミ：お店が儲かるまちづくり 齋藤一成/他 学芸出版

まちづくり 証言・まちづくり 西村幸夫/他 学芸出版

まちづくり コミュニティデザイン　人がつながるしくみをつくる 山崎亮 学芸出版

まちづくり 学生まちづくらーの奇跡 KF書籍化プロジェクト 学文社

まちづくり 商店街はなぜ滅びるのか 新雅史 光文社

まちづくり このまちに生きる 篠原修/他 彰国社

まちづくり まちを再生する99のアイデア 柴崎恭秀/他 彰国社

まちづくり 「まちづくり」のアイデアボックス 橋本憲一郎/他 彰国社

まちづくり 商業・まちづくり口辞苑 石原武政 中央経済社

まちづくり TOKYOキラリと光る商店街 桑島俊彦 同友館

デザイン デザインの学校　これからはじめるPhotoshopの本 I＆D 宮川千春/他 技術評論社

デザイン デザインの学校　これからはじめるIllustratorの本 ロクナナワークショップ 技術評論社

デザイン 世界一わかりやすいPhotoshop　操作とデザインの教科書 柘植ヒロポン/他 技術評論社

デザイン 世界一わかりやすいIllustrator　操作とデザインの教科書 ピクセルハウス 技術評論社

その他 水戸維新　近代日本はかくして創られた マイケル・ソントン ＰＨＰ研究所

その他 ボランティアナースの奇跡 菅原由美 アートデイズ

その他 佐藤可士和の新しいルールづくり 佐藤可士和/他 凸版印刷
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