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起業や独立を考えたとき、必要なことはなんでしょうか。 

開業・起業し、かつ成功するための秘訣はやはり、 

情報力です。役立つ資料やウェブサイトを紹介します。 

 

1． 本で調べる 

 

★図書館ウェブサイトの「蔵書検索」または、館内 OPAC の「資料検索」のページを開き、画面

左上の「資料検索▼」をクリックすると、「詳細検索」が選択できます。「詳細検索」の検索条件に

「起業」と入力して検索すると、「起業」がテーマの本を探すことができます。 

その他、関係する検索ワードに以下のものがあります。 

開業、新規開業、創業、独立、設立、支援、アントレプレナー、イノベーター、イノベーション、

社会起業家、ベンチャー、経営 

 

★中央図書館の本館 1 階には「ビジネス・情報コーナー」があり、ビジネスに関する資料を収集し

ています。起業に関する資料は主に請求記号「355」に分類されています。 

 

起業がテーマのおすすめ本 
1-1 起業を考えたら 

タイトル・著者 出版者・出版年 内容 請求記号 

『成功に導く！創業支援マニュアル』 

森隆夫／著 

ビジネス教育出版社

2019.3 

創業を目指す方、支援する金融機

関やコンサルタント等の実務に

役立つ情報が満載。 

Ｗ335 

『飲食店の開業経営成功読本』 旭屋書店 2019.2 

成功しているオーナーのインタ

ビューの他、接客販促や人材育成

の成功法則等を収録。 

Ｗ673.97 

『個人事業のはじめ方がすぐ 

わかる本 18～19 年版』 
成美堂出版 2018.7 

開業手順から事業計画の立て方

等わかりやすく解説。最新の書式

に対応した最新版。 

W335 

『起業を考えたら必ず読む本』 

井上達也／著 
明日香出版社 2016.9 

実際に起業し会社を経営してき

たからこそ書ける、起業する人へ

のアドバイス。 

W335 

『「起業」「開業」を考えたらこの 1 冊』

広瀬元義／著・監修 
あさ出版 2016.7 

起業・開業から継続的な発展につ

なげるためのノウハウを紹介 
W335 

『金持ち父さんの起業する前に読む本』 

ロバート・キヨサキ／著 
筑摩書房 2015.8 

『金持ち父さん貧乏父さん』の著

者が贈る、起業で成功するための

10 のレッスン。改訂版。 

W335 



1-2 成功するために 

タイトル・著者 出版者・出版年 内容 請求記号 

『起業３年目までの教科書』 

大竹慎太郎／著 
文嚮社 2018.6 

起業や経営で成功するための「キ

ャッシュエンジン経営」の手法を

具体的に紹介。 

Ｗ335 

『最強コンセプトで独立起業をラクラ

ク軌道に乗せる方法』 

芳月健太郎／著 

セルバ出版 2018.2 

ビジネスに不可欠なコンセプト

について、全体構造から心構えま

で必要なことを網羅した本 

Ｗ335 

 

1-3 女性の起業 

タイトル・著者 出版者・出版年 内容 請求記号 

『初心者女性起業家のためのスキマ 

時間にサクッとできる集客術』 

坂口太枝子／著 

同友館 2019.2 

自分にできることをお金に変え

る「起業」。SNS を使った集客術

で楽しく稼ぎましょう。 

Ｗ675 

『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

2018.11 

各分野の知識と経験を集め、起業

のノウハウをまとめました。 
W335 

『女性起業初めの一歩と続け方』 

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 

16 人の女性起業家が企業のき

っかけや続ける秘訣等を紹介。 
Ｗ335.13 

『100 万円から起業して成功する方法』

横山禎一／著 
さくら舎 2016.3 

7 人の女性起業家を例に、成功す

る経営についてわかりやすく解

説。 

Ｗ335 

 

1-4 小さくはじめる 

タイトル・著者 出版者・出版年 内容 請求記号 

『雇われたくない人の「ゆるゆる 

スモール起業」のススメ』 

泉澤義明／著 

ぱる出版 2019.4 
自分だけのアイデアと行動をお

金に変える起業術を紹介。 
Ｗ335 

『マイペースで働く!自宅で 

ひとり起業仕事図鑑』      

滝岡幸子／著 

同文舘出版 2018.8 

今「自宅で」「ひとりで」起業す

る人が増えています。基礎知識と

実例を紹介。 

Ｗ335 

『好きないことだけして 

楽をしながら起業しよう』 

片桐実央／著 

マイナビ出版 2018.6 

起業したいシニアに贈る、成功と

失敗のポイントとシニア起業の

始め方。 

Ｗ335 

『「ひとり会社」の起こし方・育て方』 

   波多野卓司／著 
ぱる出版 2017.8 

起業塾のカリスマが教える「失敗

しない」「継続させる」事業の始

め方。 

Ｗ335 

『会社を辞めずに朝晩 30 分から 

はじめる起業』         

新井一／著 

明日香出版社 2017.5 

小さなことから始めて数年後の

起業を目指しましょう。会社員、

主婦にもおすすめの起業法です。 

Ｗ335 

 

 



２．雑誌で調べる 

 

★中央図書館で購入しているビジネス関係の雑誌を紹介します。(2019.6.1 現在) 

★最新号の雑誌は貸出できません。館内でご覧ください。 

タイトル 出版者 刊行頻度 排架場所/棚の色/番号 

日経ビジネス 日経 BP 社 週刊 雑誌／黄色／16 

週刊ダイヤモンド ダイヤモンド社 週刊 雑誌／黄色／20 

週刊東洋経済 東洋経済新報社 週刊 雑誌／黄色／24 

プレジデント プレジデント社 隔週 雑誌／黄色／26 

ネットワークビジネス サクセスマーケティング 月刊 雑誌／黄色／25 

日経 TRENDEY 日経 BP 社 月刊 雑誌／黄色／32 

ビジネスチャンス ビジネスチャンス社 隔月 雑誌／黄色／14 

会社四季報 東洋経済新報社 季刊 雑誌／緑／68 

 

３．日経テレコンで調べる 

 

「静岡新聞データベース plus 日経テレコン」 

★静岡新聞と日本経済新聞各紙のほか、ニュースや公開情報、マーケティング情報、日経会社プロ 

フィル、日経 WHO’S WHO、静岡県主要企業情報と静岡県経済白書等が検索可能。企業情報や 

業界の動向等の最新情報が得られる。 

 

〇記事検索 「PD コード」を入力することで業界を指定しての検索が可能 

〇ナビ型記事検索 2011 年 1 月以降の日経各紙やニュースから、キーワードで検索できる 

〇企業検索 日経会社プロフィル、企業決算、静岡県主要企業情報から会社名で希望の基礎情報や

業績が調べられる 

〇人事検索 「日経 WHO’S WHO」(日本経済新聞が独自に調査、収集した人事情報)が検索可能 

〇データ＆ランキング 

①調査・ランキング 日経各紙に掲載された各種の調査やランキングをテーマ別に掲載 

②マクロ経済指標 GDP や国際収支等のマクロ経済の指標が閲覧可能 

③地域経済・都市データ 「日経 NEEDS 統計データ」「東洋経済都市データパック」から地域別

のデータを閲覧できる 

④POS ランキング 「日経 POS 情報・売れ筋商品ランキング」を閲覧できる 

 

★中央図書館では 4 種類のデータベース(静岡新聞データベース plus 日経テレコン、聞蔵Ⅱ、D1-law、

官報情報検索データベース)をご利用いただけます。これらデータベースに関しては「ビジネス情

報調べ方案内③」「ビジネス情報調べ方案内④」に詳しく解説しています。 

 

★データベース利用をご希望の方は、中央図書館の情報コーナーにて 

職員にお申込みください。 

 



起業と企業をサポートする     エフビズ 

富士市産業支援センター「f-Biz」は中央図書館分館にあります。 

■相談（予約制）TEL0545-30-6363  FAX0545-30-6364 

■ご利用時間／月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 5 時 

■休館日／土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始 

ホームページアドレス f-biz.jp メールアドレス info@f-biz.jp 

 

４．ウェブサイトで調べる 

 

●中小企業庁 / The Small and Medium Enterprise Agency 

https://www.chusho.meti.go.jp/ 

現在事業活動を行っている中小企業と、これから事業を起こそうと思っている方々を支援する対策

を展開。 

中小企業施策の中の「経営サポート」メニューに「創業・ベンチャー支援」がある。 

 

●ミラサポ 未来の企業★応援サイト 

https://www.mirasapo.jp 

中小企業庁委託事業として中小企業・小規模事業者の未来をサポートする。公的機関の支援情報・

支援施策の情報提供や、情報交換の場を提供する。施策情報メニューに「創業・起業」があり、役

立つ情報やノウハウを得ることができる。 

 
●J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] 

j-net21.smrj.go.jp/ 

中小企業基盤整備機構が運営する、中小企業・小規模事業者・創業予定者のためのポータルサイト。

公的機関の支援情報を中心に、企業事例や Q&A を簡単に調べることができる。 

 

●静岡県／ベンチャー支援総合情報 

http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-510d/venture.html 

静岡県公式ホームページ「産業・雇用」＞「企業支援」＞「ベンチャー支援総合情報」。ベンチャ

ー・中小企業向け各種支援制度等を紹介。 

 

●公益財団法人 静岡県産業振興財団 

www.ric-shizuoka.or.jp 

産学官連携により、創業・ベンチャー・中小企業を応援。メニューにある「起業・創業」のページ

では、支援金や支援事業、相談についての情報が得られる。 

 

●静岡商工会議所 

https://www.shizuoka-cci.or.jp/ 

商工会議所では経営や金融に関する相談、人材の確保や育成などで経営をサポート。創業したい方

をバックアップするための相談や講座、各種支援策がある。 

 

●富士市産業支援センターf-Biz 

f-biz.jp 

富士市発のビジネス支援センター。起業と企業のサポートセンターとして、業種・規模を問わず幅

広くビジネスの相談を受け付けている。 

 

 


