
タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号

起業のファイナンス 磯崎 哲也∥著 日本実業出版社 2015.1 W336.8/イソ/黄

シリコンバレー流起業・マーケティング 市位 謙太∥著 秀和システム 2015.2 W335 /イチ/黄

これならわかるマンガで入門!新規事業のはじめ方 井口 嘉則∥著 ダイヤモンド社 2015.3 W336.1/イク/黄 

ゼロからはじめる起業の法律必ず知っておきたいこと100 小坂 英雄∥著 あさ出版 2015.3 W335 /コサ/黄

ゼッタイ得する会社のつくり方はじめ方 ベリーベスト法律事務所∥監修 あさ出版 2015.3 W325.2/セツ/黄 

起業で本当に成功するために大切なこと 進藤 晶弘∥著 日本経済新聞出版社 2015.4 W335 /シン/黄 

失敗のしようがない華僑の起業ノート 大城 太∥著 日本実業出版社 2015.5 W159.4/オオ/黄

知識ゼロからはじめる起業の本 中野 裕哲∥監修 ソシム 2015.5 W335 /チシ/黄 

ベテラン税理士だけが知っている一人起業の成功パターン 堂上 孝生∥著 合同フォレスト 2015.5 W335 /トウ/黄

起業1年目の教科書 今井 孝∥著 かんき出版 2015.6 W335 /イマ/黄

まず200万円もらって始める、ゆるゆる起業 房野 和由∥著 ぱる出版 2015.7 W335 /フサ/黄

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∥著 新星出版社 2015.8 W335 /セキ/黄

個人事業を会社にするメリット・デメリットがぜんぶわかる本 関根 俊輔∥著 新星出版社 2015.8 W335 /セキ/黄

なぜ「女性起業」は男の10倍成功するのか 後藤 勇人∥著 ぱる出版 2015.9 W335 /コト/黄

サラリーマンこそ自分株式会社をつくりなさい 吉川 英一∥著 ダイヤモンド社 2015.9 W335.4/ヨシ/黄 

外国人のための起業・会社設立支援マニュアル 佐野 誠∥著 日本加除出版 2015.9 W325.2/サノ/黄

ひとりビジネスの教科書 佐藤 伝∥著 学研パブリッシング 2015.10 W335 /サト/黄 

未来をつくる起業家 ケイシー　ウォール∥著
クロスメディア・パブ
リッシング

2015.11 W335 /ウオ/黄

起業するならもっと数字で考えなきゃ! 香川 晋平∥著 あさ出版 2015.11 W335 /カカ/黄 

壮年起業 児玉 喜久夫∥著
幻冬舎メディアコンサル
ティング 2015.11 W335 /コタ/黄

マイペースで働く!女子のひとり起業 滝岡 幸子∥著 同文舘出版 2015.11 W335 /タキ/黄

ベンチャー白書　2015
ベンチャーエンタープライズ
センター∥編集

ベンチャーエンタープラ
イズセンター 2015.12 W335 /ヘン/黄

プリンストン大学の起業の教科書 デレク　リドー∥著
日本能率協会マネジメン
トセンター

2015.12 W335 /リト/黄

起業をするならこの1冊 馬渡 晃∥著 自由国民社 2016.1 W335 /マワ/黄

日本だけが仕事場じゃない!中高年でも出来るゆったり海外起業のすすめ 一氏 格∥著 アートユニオン 2016.2 W335 /イチ/黄 

くたばれベンチャー! 日比 恆明∥著 秀和システム 2016.3 W335 /ヒヒ/黄 

アントレプレナーシップ教科書 松重 和美∥監修 中央経済社 2016.3 W335 /アン/黄 

徳島の女性経営者100人に聞く 坂田  千代子〔ほか〕∥編 アニバ出版 2016.3 W335 /トク/黄 

絶対に後悔しない!45歳からの起業の心得 上野 光夫∥著 明日香出版社 2016.4 W335 /ウエ/黄 

ベンチャー経営を支える法務ハンドブック 橘 大地∥著 レクシスネクシス・ジャパン 2016.4 W335 /タチ/黄 

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 W324.1/フク/黄 

1万人を見てわかった起業して食える人・食えない人 松尾 昭仁∥著 日本実業出版社 2016.6 W159.4/マツ/黄 

10%起業 パトリック　J.マクギニス∥著 日経BP社 2016.6 W335 /マク/黄

新規開業白書　2016年版 日本政策金融公庫総合研究所∥編 佐伯印刷 2016.6 W335.3/シン/黄

株式会社のつくり方と運営　'16～'17年版 小谷 羊太∥共著 成美堂出版 2016.7 W325.2/カフ/黄

個人事業のはじめ方がすぐわかる本　'16～'17年版 ヒューマン　プライム∥著 成美堂出版 2016.7 W335 /コシ/黄 

株式会社をつくるならこの1冊 河野 順一∥著 自由国民社 2016.7 W325.2/コウ/黄 

起業1年目から黒字会社 鏡味 義房∥著
クロスメディア・パブ
リッシング 2016.7 W335 /カカ/黄 

「起業」「開業」を考えたらこの1冊
中小企業を応援する会計事務
所の会∥著

あさ出版 2016.7 W335 /キキ/黄  

ひとりビジネスのはじめ方 吉田 英樹∥著 青月社 2016.8 W335 /ヨシ/黄  

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 W335 /イノ/黄

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 W 335 /タキ/黄

　　　

ビジネス支援コーナーブックリスト 【起業・開業・創業】 2016.11.1 作成

いざ起業！の際には

最新の法律チェックも

お忘れなく！！



資料名 出版年 請求記号
中小企業白書 2016年版 2016.6 R   335    /チユ

帝国データバンク会社年鑑 96版(2016)(西日本、東日本) 2015.10 R   335    /テイ 

東商信用録 四国版 平成27年版 2015.7 R　335    /トウ

業種別審査事典　第１巻～第10巻 2016.1 R   338.5   /キヨ

 MieNa（ミーナ）　～市場情報評価ナビ～

　　　　 　・＜都道府県トレンドＷＡＴＣＨ＞

　　　　・＜県内全市区町村の経済水準比較評価＞

　　　　・＜特定市区町村の経済水準比較評価＞

　　　　・＜町丁別マーケット評価（評価カルテ）＞

　　　　・＜市区町村内町丁の評価ランキング＞

 日経テレコン２１

                ＊その他、商用オンラインデータベース５種
　               （聞蔵Ⅱビジュアル、官報情報、JapanKnowledge Lib､J-DreamⅢ､ポプラディアネット）

                   を、当館インターネットコーナーにてご利用いただけます。（＊要申し込み、お一人さま、１日/１時間）

・徳島県内全市区町村の経済水準について「市場規模」「成長度」「富裕度」等の
全６分野で県内水準を評価したレポートです。

・徳島県の居住者特性、産業特性、施設充足度等の社会経済指標、および消費購買
力、将来人口等について、県内水準を評価したレポートです。

・徳島県内の全町丁周辺域内の主要４８指標を個々に評価し、指標ごとに上位３０
位までの町丁をリストアップしたレポートです。全４８指標すべてを収録したレ
ポートもダウンロードできます。

＊別置記号Rのついたものは、参考資料コーナーにございます。館内閲覧のみになります。（貸出不可）

1975年以降の日経各紙のほか、ビジネス誌・一般誌・各種専門雑
誌などに掲載された経済記事や国内の企業・人事情報などが検索で
きます。

オンライン「エリアマーケティング」サービス。町丁目単位の商圏
レポートや、市区町村、都道府県単位の地域特性レポート等を、地
域を指定するだけで利用できます。
・選択した都道府県の各種経済指標を過去約３年間の月次トレンドでウォッチする
レポートです。

・徳島県内の町丁字を中心とした周辺域内の市場性について、市区町村内水準を
「規模」「成長度」「富裕度」等の分野ごとに評価したレポートです。また、域内
の居住者特性、事業所特性、消費購買力の評価もリストで示しています。

出版者
日経印刷

帝国データバンク
東京商工リサーチ高松支社
金融財政事情研究会

●『請求記号』について ●

請求記号とは、資料の背ラベルに表示された記号のことです。

背ラベルには、分類記号と、著者記号(またはタイトル)カナ

２文字を合わせたものを表記しています。

図書館の資料は、この記号の順に並べられています。

数字の前のアルファベットは別置記号です。

《分類表》

０類 総記

１類 哲学・宗教

２類 歴史・地理

３類 社会科学

４類 自然科学

５類 技術・工学

６類 産業

７類 芸術

８類 言語

９類 文学

徳島市イメージアップキャラクター 「トクシィ」

《別置記号》

B…文庫本

T…郷土資料

Y…ＹＡ

(ヤングアダルトの略)

W…ビジネス

E…絵本

K…紙芝居

R…参考資料

（館内閲覧のみ）

Ｓ…新書

資料が見つからない時は、お気軽に
スタッフまでお声掛けください

ビジネス支援コーナーブックリスト 【起業・開業・創業】

更に、ビジネス支援コーナーの資料は、

に分類し、色分けしています。

ピンク

黄

オレンジ

・・・自己啓発、経営、仕事術など

・・・起業、創業、開業

・・・就職、転職、資格

【お問合せ先】徳島市立図書館 088-654-4421

データの収集や情報検索に便利です。
併せてご活用ください！

背ラベル

＊オンラインデータベースのご紹介＊

MieNa
（ミーナ）の

メインメューを

ご紹介！


