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起業論・起業に関する本

アントレプレナーシップの経済学 本庄 裕司／著 同友館 2010.11 335 ﾎﾝ                  1110098434

起業と経済成長 Global Entrepreneurship Monitor調査報告 磯辺 剛彦／著 慶應義塾大学出版会 2011.1 335 ｲｿ                  1110281920

ベンチャー企業論入門 会社設立から資金調達,M&Aまで 上坂 卓郎 著 中央経済社 2006.9 335 ｶﾐ                  1109022774

ベンチャービジネスと起業家教育 土井 教之／編著 御茶の水書房 2002.7 335 ﾄｲ                  1108188033

ベンチャー企業 起業の認識と成長のプロセス 吉野 忠男／著 晃洋書房 2011.7 335 ﾖｼ                  1110217983

ベンチャーが社会を変える 明石 芳彦／編著 ミネルヴァ書房 2009.2 335.04 ｱｶ                  1109593263

図表でみる起業活動 OECDインディケータ 2012年版 OECD／編著 明石書店 2013.5 335.2 ｽﾋ                  1110653382

新規開業企業の軌跡 鈴木 正明／著 日本政策金融公庫総合研究所 2012.9 335.21 ｽｽ                  1110527350

小企業・自営業がつくる未来社会 関西中小企業研究所／編 晃洋書房 2013.9 335.35 ｼﾖ                  1110725928

社会に期待されつづける経営 永続する会社と起業家の条件 新日本有限責任監査法人／編 第一法規 2012.4 336 ｼﾔ                  1110392221

ハイテク・スタートアップの経営戦略 田路 則子／編著 東洋経済新報社 2010.3 336.17 ﾊｲ                  1109885894

福祉分野における社会企業の創業・展開と人材育成 損保ジャパン記念財団 2012.3 369.14 ﾌｸ                  1110437397

日本的スピンオフ・ベンチャー創出論 長山 宗広／著 同友館 2012.2 601.1 ﾅｶ                  1110379892

スタートアップ・バイブル  シリコンバレー流・ベンチャー企業のつくりかた アニス・ウッザマン／著 講談社 2013.9 ﾋﾔ 335 ｳﾂ 1110714281

リーン・スタートアップ エリック・リース／著 日経BP社 2012.4 ﾋﾔ 335 ﾘｽ                  1110402210

科学者が「起業」で成功する方法 キャスリーン・アレン／著 日経BP社 2009.12 ﾋﾔ 335 ｱﾚ                  1109834705

女性のための起業家セミナー
京都大学女性起業家プ
ロジェクトチーム／編著 本の泉社 2010.11 ﾋﾔ 335 ｼﾖ                  1110088250

最強の起業戦略 リチャード・ドーフ／著 日経BP社 2011.11 ﾋﾔ 335 ﾄﾙ                  1110288902

起業工学 新規事業を生み出す経営力 加納 剛太／編著 幻冬舎ルネッサンス 2012.2 ﾋﾔ 336.17 ｶﾉ                  1110672969

社会起業入門 社会を変えるという仕事 神野 直彦／編著 ミネルヴァ書房 2012.4 ﾋﾔ 335.8 ｼﾔ                  1110408036

起業家の条件 ベンチャー企業23の成功物語 黒崎 誠／著 平凡社 2006.3 ﾋﾔ 335.21 ｸﾛ                  1108868511

起業の方法

合同会社設立のすゝめ 伊藤 健太／著 日本法令 2013.5 ﾋﾕ 325.2 ｲﾄ                  1110649049

合同会社設立と許認可申請・ネット通販開業・運営の法律と手続き 大門 則亮／監修 三修社 2013.4 ﾋﾕ 325.2 ｺｳ                  1110688074

起業家のための会社法入門 志谷 匡史／著 中央経済社 2006.6 ﾋﾕ 325.2 ｼﾀ                  1108923195

新会社法読本 鈴木 薫／編著 税務経理協会 2010.1 325.2 ｽｽ                  1109854038

経営コーチ 起業を成功へと導く 藤原 直哉／監修 万来舎 2010.7 ﾋﾕ 335 ｹｲ                  1110032067

シニア起業を思い立ったらいちばん最初に読む本 佐藤 千咲／著 アニモ出版 2013.1 ﾋﾕ 335 ｻﾄ                  1110737517

はじめての起業事典 出口 秀樹／著 明日香出版社 2012.2 ﾋﾕ 335 ﾃｸ                  1110364773

起業をするならこの1冊 馬渡 晃／著 自由国民社 2010.6 ﾋﾕ 335 ﾏﾜ                  1110004518

社会起業家の教科書 世界でいちばん役に立つ仕事を目指す 大島 七々三／著 中経出版 2010.12 ﾋﾕ 335.8 ｵｵ                  1110106803

すぐに役立つ初めての人のための社会起業のしくみとNPO運営ガイド 大門 則亮／監修 三修社 2011.12 ﾋﾕ 335.8 ｽｸ                  1110307580

自分たちでつくろうNPO法人! 名越 修一／著 学陽書房 2012.12 ﾋﾕ 335.9 ﾅｺ                  1110562813

起業したらまっさきに読む経理の本 笠原 清明／[著] クロスメディア・パブリッシング 2012.8 ﾋﾕ 336.9 ｶｻ                  1110495748

起業のファイナンス ベンチャーにとって一番大切なこと 磯崎 哲也／著 日本実業出版社 2010.1 336.8 ｲｿ                  1110060802

最新開業・許認可手続きの法律と申請書式60 事業者必携 元榮 太一郎／監修 三修社 2012.9 ﾋﾕ 673 ｻｲ                  1110504749

起業者と地権者のための用地買収と損失補償の実務 廣瀬 千晃／著 プログレス 2012.7 324 ﾋﾛ                  1110483925
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業種別　起業の本

行列のできる税理士事務所の作り方 蔵田 陽一／著 ぱる出版 2011.2 ﾋﾕ 336.98 ｸﾗ 1110166202

世界一やさしいクリニック開業ガイド 関根 裕司／著 エクスナレッジ 2012.9 ﾋﾕ 498.16 ｾｷ                  1110521481

最高の建築士事務所をつくる方法 湯山 重行／著 エクスナレッジ 2011.2 ﾋﾕ 520.95 ﾕﾔ                  1110139967

わたしの料理教室のはじめかた。 毎日コミュニケーションズ 2010.4 ﾋﾕ 596.07 ﾜﾀ                  1109904541

自宅ではじめる小さな「パン教室」 宮下 由美子／著 日本実業出版社 2010.3 ﾋﾕ 596.63 ﾐﾔ 1109884805

脱サラ就農は「事前準備」で9割成功する 大森 森介／著 ぱる出版 2009.7 ﾋﾕ 611.7 ｵｵ                  1109782799

「農」と「食」の女性起業 農山村の「小さな加工」 関 満博／編 新評論 2010.12 ﾋﾕ 619.04 ﾉｳ                  1110112060

ゼロから始めるワイナリー起業 新規就農! 蓮見 よしあき／著 虹有社 2013.5 ﾋﾕ 588.55 ﾊｽ                  1110727815

はじめよう!ペットサロン ハッピー*トリマー編集部／編 ペットライフ社 2007.4 ﾋﾕ 673 ﾊｼ                  1109140992

はじめよう!リサイクルショップ 福本 晃／著 同文舘出版 2011.2 ﾋﾕ 673.7 ﾌｸ                  1110368253

はじめての「ZAKKAYA」オープンBOOK Business Train／著 技術評論社 2013.8 ﾋﾕ 673.7 ﾊｼ                  1110671765

介護ビジネス進出の実務と手続きのすべて 大内 俊一／著 日本実業出版社 2012.6 ﾋﾕ 673.95 ｵｵ                  1110465257

図解デイサービス開業と経営実践ガイド 辻川 泰史／著 誠文堂新光社 2012.7 ﾋﾕ 673.95 ﾂｼ                  1110471460

あなたが始めるデイサービス 実幸会いらはら診療所／共著 雲母書房 2012.5 ﾋﾕ 369.26 ｱﾅ                  1110424817

お客様がずっと通いたくなる小さなサロンのつくり方 向井 邦雄／著 同文舘出版 2011.5 ﾋﾕ 673.96 ﾑｶ                  1110335510

200万円から始める飲食店開業 日経レストラン／編集 日経BP社 2013.6 ﾋﾕ 673.97 ﾆﾋ                  1110671200

失敗しない!飲食店の始め方と経営 久連松 秀明／監修 西東社 2013.7 ﾋﾕ 673.97 ｼﾂ                  1110663333

フードビジネスのマネジメントがわかる本 東 義晴／著 柴田書店 2011.7 ﾋﾕ 673.97 ｱｽ                  1110214542

はじめての「カレー屋さん」オープンBOOK バウンド／著 技術評論社 2011.4 ﾋﾕ 673.97 ﾊｼ                  1110158238

小さな「バル」のはじめ方 Business Train／著 河出書房新社 2012.5 ﾋﾕ 673.98 ﾁｲ                  1110424791

小さなカフェのつくり方 柏木 珠希／著 辰巳出版 2011.2 ﾋﾕ 673.98 ｶｼ 1110326010

コミュニティ・カフェをつくろう!　 WAC／編 学陽書房 2007.12 ﾋﾕ 335.8 ｺﾐ                  1109606352

創業者の著書・評伝

日本を再興した起業家物語 知られざる創業者精神の源流 加来 耕三／著 日本経済新聞出版社 2012.3 ﾋﾏ 332.8 ｶｸ                  1110389496

創業者の群像 業務用食品流通の道を拓く 越川 宏昭／著 水産タイムズ社 2010.2 ﾋﾏ 673.5 ｺｼ                  1109918298

外食産業を創った人びと 時代に先駆けた19人 日本フードサービス協会 2005.5 ﾋﾏ 673.97 ﾆﾎ                  1108703594

女性起業家・リーダー名鑑 伊藤 淳子／編 日本地域社会研究所 2010.9 ﾋﾏ 335.03 ｼﾖ                  1110050145

女性経営者100人人生を変えたことば 菅原 智美／監修 カナリア書房 2010.5 ﾋﾏ 335.13 ｼﾖ                  1110004447

食品業界の撫子 ビジネスで夢を実現した女性達 大河原 愛子／著 日本食糧新聞社 2012.12 ﾋﾏ 588.09 ｵｵ                  1110664671

慶應SFCの起業家たち 宮地 恵美／編著 慶應義塾大学出版会 2013.6 ﾋﾏ 335.13 ｹｲ                  1110663360

起業家2.0 次世代ベンチャー9組の物語 佐々木 俊尚／著 小学館 2007.12 ﾋﾏ 007.35 ｻｻ                  1109304932

私と起業家6人の挑戦 自分の道を探す若者たちへ 池田 弘／著 ウイネット 2011.1 ﾋﾏ 159.4 ｲｹ                  1110133551

藤田晋の仕事学 自己成長を促す77の新セオリー 藤田 晋／著 日経BP社 2009.4 ﾋﾏ 159.4 ﾌｼ                  1109732966

直球勝負の会社 日本初!ベンチャー生保の起業物語 出口 治明／著 ダイヤモンド社 2009.4 ﾋﾏ 339.4 ﾃｸ                  1109727124

僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。 出雲 充／著 ダイヤモンド社 2012.12 ﾋﾏ 473.45 ｲｽ                  1110574565

成功は缶コーヒーの中に 谷田 利景／著 プレジデント社 2012.4 ﾋﾏ 588.4 ﾀﾆ                  1110393354

起業は山間から 石見銀山 群言堂 松場登美 森 まゆみ／著 バジリコ 2009.8 ﾋﾏ 589.2 ﾓﾘ                  1109731501

有機農業で世界を変える 藤田 和芳／著 工作舎 2010.11 ﾋﾏ 611.6 ﾌｼ                  1110081043

農はショーバイ! 松木 一浩／著 アールズ出版 2010.9 ﾋﾏ 611.7 ﾏﾂ                  1110052355

ぼくが葬儀屋さんになった理由(わけ) 冨安 徳久／著 ホメオシス 2008.7 ﾋﾏ 673.93 ﾄﾐ                  1109447944

俺のイタリアン、俺のフレンチ 坂本 孝／著 商業界 2013.4 ﾋﾏ 673.97 ｻｶ                  1110672870

おいしいから売れるのではない売れているのがおいしい料理だ 正垣 泰彦／著 日経BP社 2011.7 ﾋﾏ 673.97 ｼﾖ                  1110229080

日本一の変人経営者 宗次 徳二／著 ダイヤモンド社 2009.11 ﾋﾏ 673.97 ﾑﾈ                  1109785754

挑戦する経営 千本倖生の起業哲学 千本 倖生／著 経済界 2008.1 ﾋﾏ 694 ｾﾝ                  1109500854

起業適齢期 56歳だから実現できた「ブランド」 中嶌 重富／著 ダイヤモンド社 2010.1 ﾋﾏ 801.7 ﾅｶ                  1109830831
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