
もりおか女性センター 令和 4 年度事業テーマ 「変様する社会に即応したジェンダー平等社会の実現！～今こそ、リスタート～」  

 

起業・仕事・暮らしに役立つ！ 
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もりおか女性センター 起業応援ルーム芽でるネット 

運  営 ： ＮＰＯ法人参画プランニング・いわて 

開 室 日 ： 平日 10 時～12 時、14 時～17 時（土・日・祝日と毎月第２火曜日は休室） 

電  話 ： ０１９－６２４－３５８３ 

住  所 ： 〒０２０－０８７１ 盛岡市中ノ橋通１－１－１０ プラザおでって１階 
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芽でるネット所蔵図書の貸出方法 

 

 

☆貸し出しは一度に３冊まで、期間は２週間です。 

・ 返却日までにご連絡いただければ、次の予約が入っていない場合には２週間の 

貸出延長が可能です。 

・ 電話／E メールでの貸出予約も可能です。 

[電 話] ０１９－６0４－３30３（女性センター代表電話） 

［E メール］mederunet@sankaku-npo.jp 

 

☆盛岡地域以外の方へ 

・ 郵送での貸出・返却も可能です。 

 ご希望の際は芽でるネットまで電話／メールでお知らせください。 

  ※貸出・返却にかかわる送料は利用者負担となります。 

  ※郵送方法は、普通郵便以外の宅配便やゆうパック等の配送方法でお願いいたします。 

  （配送追跡・損害補償のあるものでお送りください。） 

  

☆起業応援ルーム 芽でるネットが休室の時は、もりおか女性センター事務室（プラザ 

おでって５階）に返却してください。 

・ もりおか女性センター（プラザおでって５階） 

[開館時間] 月曜～金曜 ： 午前９時～午後９時３０分 

      土日・祝日 ： 午前９時～午後５時 

 

☆リスト内【閉架】図書について 

・ お申し出いただければ閲覧・貸出が可能です。 お気軽にお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 



▼起業

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

1
協同で仕事をおこす
社会を変える生き方・働き方

広井　良典‖著 コモンズ 2012 B1-4ひ

2 ないないづくしの起業術 大和田 聡子 ||著 中央公論新社 2010 B1-５お

3
奥谷京子の夢起業塾
～いざというときは女だ～

奥谷 京子‖著 日本評論社 2012 B1-５お

4
アグリ・コミュニティビジネス
農山村力×交流力でつむぐ幸せな社会

大和田 順子 ||著 学芸出版社 2011 B1-５お

5
[新書]田舎力
ヒト・夢・カネが集まる５つの法則

金丸 弘美 ||著
日本放送出版協

会
2009 B1-５か

6
京大方式！ビジネススクールで学ぶ
女性のための起業家セミナー
しなやかな女性に続け！自己の可能性に挑戦したいあなたに。

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 B1-５き

7
地域ビジネス起業の教科書
地域で働きたい人がはじめに読む本

アミタ持続可能経済研究所 ||著 ダイヤモンド社 2010 B1-５け

8
カリスマ支援家「小出宗昭」が教える
100戦100勝の事業サポート術

小出 宗昭 ||著 近代セールス社 2009 B1-５こ

9 次から次と成功する起業相談所 小出 宗昭‖著 亜紀書房 2011 B1-５こ

10
売れ続ける理由
－1回のお客様を一生の顧客にする
非常識な経営法ー

佐藤 啓二 ||著 ダイヤモンド社 2010 B1-5さ

11
食の職
小さなお店ベルクの発想

迫川 尚子||著
ブルース　イン

ターアクションズ
2010 B1-5さ

12
女性起業家・リーダー名鑑
108人の108以上の仕事

伊藤 淳子‖編
日本地域社会研

究所
2010 B1-５し

13
女性起業家に学ぶ
－自己表現による自分おこしから
　　　街おこし・村おこしへ

今井 朗子 ||編 松本大学出版会 2011 B1-５し

14 食+職（しょくぷらすしょく） ブレインワークス||編著 カナリア書房 2010 B1-5し

15
女性経営者が儲かる理由
成功のヒント88

菅原 智美 ||著 実業之日本社 2010 B1-５す

16
５人の女神があなたを救う！
ゼロから会社をつくる方法

平林 涼子 他‖著 税務経理協会 2008 B1-５せ

17
凡人起業
カリスマ経営者は見習うな

多田 正幸 ||著 新潮社 2009 B1-５た

18
東北発！
女性起業家28のストーリー

ブレイン･ワークス/東北地域環境
研究室‖編著

カナリア書房 2012 B1-5と

19
あなたが輝く
趣味起業のはじめかた
楽しみながらお金と幸せを引き寄せる！

戸田 充広‖著 国際語学社 2013 B1-５と

20
プチ起業らくらく成功法
副業生活を上手に始めるための
完全起業マニュアル

中川 裕‖著 あさ出版 2004 B1-５な

21
１日も早く起業したい人が
「やっておくべきこと・知っておくべきこと」

中野 裕哲‖著 明日香出版社 2013 B1-５な

起業に役立つ本
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起業に役立つ本

▼起業

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

22 生活者発想塾 博報堂生活総合研究所‖編
日本経済新聞出

版社
2010 B1-５に

23
副業で生き抜く！
自力で稼いで豊かに暮らすための
お仕事カタログ９９

副業推進委員会||著 ブックマン社 2009 B1-５ふ

24
起業したい人への１６の質問
－ガーバー流事業計画書の作り方

堀越 吉太郎‖著 秀和システム 2013 B1-５ほ

25
ハーバードビジネススクールが
教えてくれたこと、教えてくれなかったこと
起業した卒業生3人の１０年間

ビル・マーィー・ジュニア‖著
阪急コミュニケー

ションズ
2011 B1-５ま

26
20代からはじめる社会貢献
400社が支援した「社会起業」とは

小暮 真久‖著 ＰＨＰ研究所 2011 B1-５こ

27
すぐに役立つ
ＮＰＯ・一般社団法人・一般財団法人設立
実践マニュアル

原田 正誉‖著 三修社 2010 B1-５す

28
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‖著 三修社 2011 B1-５す

29
世界を変えるオシゴト
社会起業家になったふたりの女の子の
感動物語

マリー・ソー
キャロル・チャウ ||共著

講談社 2010 B1-５ま

30
社会起業家スタートブック
－自分と社会を活かす仕事－

百瀬 瑛衣乎 ||著 亜紀書房 2010 B1-５も

31
ソーシャルデザイン実践ガイド
地域の課題を解決する７つのステップ

筧 裕介‖著 英治出版 2013 F１-6か

32
アイデアは地球を救う。
希望をつくる仕事　ソーシャルデザイン

ソーシャルデザイン会議実行委員
会‖著

宣伝会議 2013 F１-6そ

33 カフェという場のつくり方 山納　洋‖著 学芸出版社 2012 B1-４や

34
おしゃれなカフェのお店を
始める本

早川 雅一
生長 弘丞 ||著

秀和システム 2008 B1-5お

35
コミュニティ・カフェを
つくろう！

WAC‖編 学陽書房 2007 B1-5こ

36
コモンカフェ
－人と人とが出会う場のつくりかた

山納　洋‖著 西日本出版社 2007 B４や

37
誰も教えてくれない
「保育園ビジネスの始め方・儲け方」

井出　利慶‖著 ぱる出版 2010 B1-５い

38
誰も教えてくれない
「託児ビジネス」の始め方・儲け方

富谷 正男‖著 ぱる出版 2007 B1-５と

39 日本一ハッピーな保育所をめざして 増田 かおり‖著 ラグーナ出版 2012 B1-５ま

40
はじめての「お宿」
オープンBOOK

バウンド‖著 技術評論社 2007 B1-5き

41
はじめての「移動屋台」
オープンBOOK

バウンド‖著 技術評論社 2007 B1-5き

42
はじめての「私流！癒しサロン」
オープンＢＯＯＫ

バウンド‖著 技術評論社 2011 B1-５は
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起業に役立つ本

▼起業

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

43
はじめての「雑貨屋さん」
オープンＢＯＯＫ（お店やろうよ！）

バウンド‖著 技術評論社 2005 B1-５は

44
はじめての「居酒屋」
オープンＢＯＯＫ

バウンド‖著 技術評論社 2006 B1-5は

45
はじめての「パン＆ケーキ屋さん」
オープンBOOK

バウンド‖著 技術評論社 2006 B1-5は

46
はじめての「自宅レストラン」
オープンBOOK

バウンド‖著 技術評論社 2007 B1-5は

47
お料理教室をはじめたい！
自分らしい教室の作り方がわかる本

成美堂出版編集部||編 成美堂出版 2009 B1-5お

48
素人でもらくらく開業！お掃除ビジネスの始め方
＜稼ぎ方はあなた次第！
週３日稼働で月３６万の熟年マイペースコースから＞

工藤 一善‖著 ぱる出版 2010 B1-５く

49
セミナー講師としての仕事が
明日の自分を拓く
デビューからプロへのノウハウのすべて！

本多 絵里子 他‖著 都政新報社 2009 B1-５せ

50 小さな雑貨屋さんの作り方
～自宅でも、ｗｅｂでも、小さくてもできるのです～

手紙社‖著・編 辰巳出版 2009 B1-５ち

51 稼ぐコンサルタントの起業術 富田 英太‖著 日本実業出版社 2012 B1-５と

52
訪問看護と介護　2013年5月号
制度の枠も飛び越えて
”夢”を叶える起業・経営

医学書院 2013 B1-５ほ

53
個人事業、フリーランス、副業サラリーマンのための
「個人か？会社か？」から申告・節税まで、「ソン・トク」の本音ぶっちゃけま
す。

岩松 正記‖著 ダイヤモンド社 2011 B1-５い

54 ｢LLP」はじめての設立&運営
横須賀 てるひさ
渡辺 宏幸||著

技術評論社 2007 B1-５え

55
独立開業　どれを選ぶべきか
株式会社　LLP　LLC

中村 真治‖編 TAC出版 2008 B1-５な

56 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‖著 日本実業出版社 2013 B1-５も

57
会社を辞めずに月１０万円！
副業・内職トラの巻

中野 貴利人‖著 ぱる出版 2011 B1-5な

58
５１の質問に答えただけですぐ
できる「事業計画書」のつくり方

原 尚美‖著 日本実業出版社 2011 B1-５は

59 未来の売れ筋発掘学 東大工学部大澤・西原研究室‖編 ダイヤモンド社 2010 B1-7み

60
ゼロからはじめる起業のお金
必ず知っておきたいこと１００

小坂 英雄‖著 あさ出版 2011 B1-５こ

61
起業したらまっさきに読む
経理の本　改訂新版

笠原 清明‖著
クロスメディア・
パブリッシング

2009 B1-５き

62
最新　知りたいことがパッとわかる
契約書式の読み方・つくり方がわかる本

佐々木 ゆり・吉田 秀子・吉田 泰
郎・金田 真明‖著

ソーテック 2011 B1-7け

63
事業者必携
介護ビジネス開業のための
法律と実践書式４６

若林 美佳‖監修 三修社 2012 B1-５か
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起業に役立つ本

▼起業

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

64
最新
小さな会社の就業規則の見直し方・つくり方がわかる本

越石 能章‖著 ソーテック社 2010 B1-５こ

65
繁盛店をつくる立地選び
低リスクで開業する
「場所」と「デザイン」の鉄則

崎元 則也‖著 日本実業出版社 2011 B1-５さ

66 一倉定”社長学”実践「Sフレーム」のすすめ 関　洋一‖著
㈱日本図書刊行
会

2014 B1-５せ

67 気仙沼ニッティング物語 御手洗　瑞子‖著 新潮社 2015 B1-5み

68
小さなお店のつくり方
～育児しながら起業編～

まちとこ‖編 辰巳出版 2013 F2は

69 「手仕事」で夢をかなえる女性たち-ものづくりを生業にした24人の物語 塩沢槙 淡交社 2012 B1-5し

70 できるかも。-働く母の“笑顔がつながる”社会起業ストーリー 林惠子 英治出版 2012 B1-5は

71 模擬起業-あなたの経営センスを試す起業シミュレーションブック
ヨアン・リエラ
トマス・ソレル

CCC
メディアハウス

2015 B1-5よ

72 ミレニアル起業家の新モノづくり論 仲暁子 光文社新書 2017 B1-5な

73 稼ぐNPO～利益をあげて社会的使命へ突き進む～ 藤岡喜美子 他
カナリアコミュニ

ケーションズ
2016 B1-5ふ

74 未来食堂ができるまで 小林せかい 小学館 2016 B1-5こ

75 ６つの不安がなくなればあなたの起業は絶対成功する 坂本憲彦 実務教育出版 2017 B1-5さ

76
フリーランス＆個人事業主のための確定申告
改訂第１３版　2019年対応！

山本　宏 技術評論社 2018 B1-5や

77
LIFE CAREER（ライフ・キャリア）
人生100時代の私らしい働き方

渡部昌平　編著 金子書房 2019 B1-4わ

78
労働契約等解説セミナー2019
・「安心」して「働く」ためのルール　・資料集　・労働委員会活用ガイド

ランゲート株式会社
ランゲート
株式会社

2019 G1-1ろ

79
偏差値35のFラン文系地方小規模大学で学生ベンチャーをつくってみた
～お手軽起業レシピwith株式会社鈴りん探偵舎～」

高見啓一（編著）／
（株）鈴りん探偵舎（著）

OI企画室 2019 B1-5へ

80
一倉定〝社長学″実践『Sフレーム』のすすめ
＊リニューアル版

関　洋一 日本図書刊行会 2021 B1-5せ

81 小さく始めて夢をかなえる! 「女性ひとり起業」スタートBOOK 小谷 晴美 コスミック出版 2020 B1-5こ

82 自宅でオンライン起業はじめました 秋田 稲美 WAVE出版 2020 B1-5あ

83 特別なスキルがなくてもできる 月収+10万円 こっそり副業術 土谷 愛
日本能率協会マ
ネジメントセン

ター
2021 B1-5つ

84 クラウドファンディングで資金調達に成功するコレだけ! 技
クラウドファンディング研究会 (著), 大
竹 秀明  (監修) 技術評論社 2019 B1-5く
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起業に役立つ本

▼起業

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

85 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 (著, 編集) 日本実業出版社 2018 B1-5と

86
【minne公式本】ハンドメイド作家のための教科書
minneが教える売れるきほん帖

和田　まお インプレス 2019 B1-5わ

87
会社が知っておきたい
補助金・助成金活用＆申請ガイド　令和3年版

中島　典子 大蔵財務協会 2021 B1-5な

88 個人事業の始め方がすぐわかる本’21～22年版 ヒューマン・プライム 成美堂出版 2021 B1-5ひ

89 フリーランス＆個人事業主のための確定申告改訂版16版 山本　宏 技術評論社 2021 B1-5や

90 まんがで分かる フリーランス お金の教科書 蟹めんま コミックス出版 2021 B1-5か

▼ネットショップ

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

91
年商１億円のカリスマ店長が教える　１日１時間で月１５万円を稼ぐ！個人輸
入で始める副業・起業ガイド改訂２版

中里義崇‖著 ソシム 2009 B1-5な

92
趣味力でがっちり儲ける
個人輸入入門

掘 英郎 ||著
コスモ

トゥーワン
2010 B1-５ほ

93
ネットショップだからできる
私だけのこだわりのお店

田中 正志‖著
毎日コミュニケー

ションズ
2011 B1-5た

94
「ハンドメイド・マーケットプレイス」オールガイド
手作り雑貨の新しい売り方

菅村 大全‖著 グラフィック社 2013 B1-５す

95
スイーツをネットショップで売りたいあなたへ
全国１２店のオーナーが明かす、
小さなお店で成功するための店作り・商品・売り方

籏智 優子‖著 柴田書店 2013 B1-5は

96
インターネットにお店を持つ方法
ネットショップ開業で夢をかなえた
１２人の女性オーナーたち

田中 正志‖著 翔泳社 2009 B1-7い

97
カメラマンになるな、演出家になれ！
オンラインショップ・ネットオークションの
画像はこう撮る！

伊藤 正仁 ||著 日本カメラ社 2010 B1-7い

98
儲かる「ネット通販」の立ち上げ成功ノート
ステップ式でゼロからわかる！

西村 和弘‖著 パル出版 2010 B1-7に

99 ホームページ担当者が知らないと困るネットショップ法務と手続きの常識 金子 淳　他‖著 ソシム(株) 2009 B2-3ほ

100
ネット通販　売れる商品写真
トラの巻

久門 易 ||著 玄光社MOOK 2009 F2く

101 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‖著 飛鳥新社 2013 B1-5き

102 カリスマ輸出マスターが教える　世界一やさしいネット輸出ビジネスの稼ぎ方 塚原昭彦‖著 アルマット 2011 B１-5つ
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起業に役立つ本

▼ネットショップ

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

103 はじめての「ネットショップ」オープンBOOK ﾊﾞｳﾝﾄﾞ‖編 技術評論社 2007 Ｆ2は

104
ネットショップのはじめかた
サイト作成、ショップ運営をたのしく、快適にするー理想の店づくり

杵淵恵子　編
ビー・エヌ・エヌ新

社
2014 B1-7に

105
成功するネットショップ
集客と運営の教科書

染谷昌利/鈴木珠世
ＳＢクリエイティブ

株式会社
2015 B1-7せ

▼閉架

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

106
基礎から学ぶ
起業マニュアル

財団法人女性労働協会女性と仕事の未来
館‖編

財)女性労働協会
女性と仕事

2002 B1-５き

107
個人事業のはじめ方がすぐわかる本
’17～’18年版

ヒューマン・プライム/著 成美堂出版 2017 B1-5こ
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▼就活

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

108
ホンネの女子就活
センパイたちが就活中に悩んだこと
（2012年度版）

女子就活ネット‖編 実務教育出版 2010 B1-5ほ

109
私だって働きたいっ！
女性力パワーアップ実践ガイド

小澤 佳代子‖著 ヴィヴィル 2007 B1-6お

110
54歳のハローワーク
アラウンド定年の就活ハンドブック

吉川 紀子・竹内 康代||著 集英社 2011 B1-6こ

111
３０代４０代の転職
採用を勝ち取る！
履歴書・職務経歴書

佐藤 祐子‖著 秀和システム 2010 B1-6さ

112
採用側のホンネを見抜く超転職術
実績１０００件以上のトップエージェントが教える転職成功の秘訣

田畑 晃子‖著
阪急コミュニケー

ションズ
2010 B1-6た

113
就活のまえに
良い仕事、良い職場とは？

中沢 孝夫 ||著 筑摩書房 2011 B1-6な

114
採用獲得のメソッド転職者のための
職務経歴書・履歴書・添え状の書き方

谷所健一郎‖著
毎日コミュニケー

ションズ
2011 B1-3や

115 就活でどうしても会いたい起業家24人へのＯＢ・ＯＧ訪本 宣伝会議　‖著 宣伝会議 2016 B1-7せ

116 ５８歳からのハローワーク２００％活用術 日向 咲嗣 朝日新聞出版 2018 B1-4ひ

▼閉架

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

117
40歳のハローワーク
主婦の私にできる仕事って？

飯島 淳子、瓜渡 モモ、七瀬 みな
み、佑木 純‖共著

秋田書店 2008 B1-5よ

▼生き方

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

118
「婚・産・職」女の決めどき
結婚・出産・仕事をいつ、どうする!?

牛窪 恵 ||著 大和書房 2010 A2-3う

119
「お客様の幸せ」のために
ディズニーはまず「おそうじ」を考えた

安孫子 薫‖著 小学館 2011 B1-4あ

120
働く女性！
リーダーになったら読む本

太田 彩子 ||著
日本能率協会

マネジメントセン
ター

2010 B1-4お

121
心の時代の感動サービス実例１０７話
リピーターを呼ぶ感動サービス③

坂本 光司‖著 同友館 2011 B1-4さ

122
夢をかなえる。
思いを実現させるための６４のアプローチ

澤 穂希‖著 徳間書店 2011 B1-4さ

ビジネス力UPを応援する本
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ビジネス力UPを応援する本

▼生き方

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

123
スティーブ・ジョブス
自分を貫く言葉

アラン・ケン・トーマス‖編集 イースト・プレスト 2011 B1-4す

124
あきらめない主義
自分を始める３０の視点

谷口 郁子‖著 幻冬舎 2011 B1-4た

125
日本マクドナルド社長が
送り続けた１０１の言葉

原田 泳幸‖著 かんき出版 2008 B1-4は

126
｢やる気」が出るコツ、続くコツ
わかっているけど動けないあなたへ

和田 裕美 ||著 ダイヤモンド社 2010 B1-4わ

127 伊勢丹ストーリー戦略 川島　蓉子‖著 ＰＨＰ研究所 2012 B1-5か

128
彼女が会社を辞めた理由
夢を叶えた１３人の物語

影山 惠子‖著
阪急コミュニケー

ションズ
2011 B1-5か

129 選択肢のある自分づくり 永滝 晃子 ||著 文芸社 2010 B1-5な

130
裸でも生きる
２５歳女性起業家の号泣戦記

山口 絵里子‖著 講談社 2007 B1-5や

131
裸でも生きる２
Ｋｅｅｐ　Ｗａｌｋｉｎｇ　私は歩き続ける

山口 絵里子‖著 講談社 2009 B1-5や

132
夢を実現した　わたしの仕事
わたしの方法

経沢 香保子‖著 ダイヤモンド社 2006 B1-4き

133
お金の不安に答える本（女子用）
マネー＆ライフを豊かにする50のポイント

八ツ井 慶子 ||著
日本経済新聞出

版社
2010 B1-7や

134
お金の不安に答える本（男子用）
マネー＆ライフを豊かにする50のポイント

藤川 太 ||著
日本経済新聞出

版社
2010 B1-7ふ

135
”ガールズ”
自立支援ハンドブック

横浜市男女共同参画推進協会‖著
全国女性会館協

議会
2012 B1-4よ

136
ソトコト　2013年６月号
野菜を作って未来を変える！

木楽舎 2013 Z1

137
ソトコト　2013年12月号
コミュニティデザイン術

木楽舎 2013 Z1

138
LEAN　IN
女性、仕事、リーダーへの意欲

シェリル・サンドバーグ‖著 日経新聞出版社 2013 B1-4し

139
現場女子
輝く働き方を手に入れた７つの物語

遠藤 功‖著 日経新聞出版社 2012 B1-4え

140
ソトコト　2013年３月号
社会を変えるNPOのアイデア集

木楽舎 2013 Z1

141
ソトコト　2013年８月号
社会を動かす女子

木楽舎 2013 Z1

142
ソトコト2014年１月号
世界をよくする会社

木楽舎 2014 Z1

143
那覇の市場で古本屋
ひょっこり始めた＜ウララ＞の日々

宇田 智子‖著 ボーダーインク 2013 B1-4う
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ビジネス力UPを応援する本

▼生き方

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

144
３年後”なりたい自分”になれるドリームマップ
あなたの夢が必ずかなう
自己イメージのつくり方

秋田　稲美‖著 大和出版 2006 B1-5あ

145
ドリームマップ
子どもの”生きる力”をはぐくむコーチング

秋田　稲美‖著 大和出版 2006 B1-5あ

146
1年で駅弁売上を5000万アップさせた
パート主婦が明かす
奇跡のサービス

三浦 由紀江 ||著 ダイヤモンド社 2009 B1-5み

147
農家の嫁の事件簿
書き下ろし
あれから4年　こちら北国、山の中

三上 亜希子 ||著 小学館 2010 I2-1み

148
リンゴを半分に切るだけで、
あなたの人生は変わる。
フードデザイナーMIHOの39の提案

MIHO‖著 プレジデント社 2013 F１-3み

149 JENGA レスリー・スコット‖著 東洋経済新報社 2013 B1-５れ

150
シングルマザー生活便利帳　　　2016▶2017
(ひとり親家庭サポートBOOK)

新川 てるえ
田中 涼子 ||著

太郎次郎社
エディタス

2014 Ｃ２-３し

151 アリーテ姫の冒険 ダイアナ・コールス‖著 学陽書房 1989 D３こ

152 「夢をかなえる」自分になる ジーナ・ミュジカ‖著 大和書房 2015 B１-４み

153 もう悩まない！働く女性の感情整理術 嶋津　良智‖著 静山社 2015 B１-３し

154 しごととわたし 梶山　ひろみ‖著 イースト・プレスト 2014 B１-４か

155 リーママたちへ 博報堂リーママプロジェクト‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2015 B1-4り

156 ふむふむおしえて、お仕事！ 三浦　しをん‖著 新潮文庫 2015 B１-４み

157 はなちゃんのはやあるきはやあるき
宇部京子‖さく
菅野弘子‖え

岩崎書店 2015 D３う

158
わたし色のキャリアを紡ぐ
先のことなどわからない人生だから

小西　ひとみ‖著 北辰堂 2007 B1-4こ

159
女性に伝えたい
未来が変わる働き方

野村浩子‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017 B1-4の

160 前田さん、主婦の私もフリーランスになれますか？ 前田めぐる/著
日本経済新聞出

版社
2017 B1-4ま

161 一歩前に踏み出す勇気を与える女性経営者100人の言葉 菅原智美/監修 きこ書房 2012 B1-4す

162
「なぜダメなの？」から
 すべてが始まる

中村 紀子
日本経済新聞出

版社
2018 B1-4な

163 やりたいことを全部やってみるストレスフリーな生き方を叶える方法 米山彩香 総合法令出版 2019 B1-4よ

164
45歳はもうオワリですか？
この先どう生きたらいいの？

渡辺　千晶 扶桑社 2021 B1-4わ
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ビジネス力UPを応援する本

▼生き方

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

165 コミック：てっぺん 万里村奈加 講談社 1999 D3-2て

▼閉架

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

166 均等法をつくる 赤松　良子‖著 勁草書房 2003 B1－１あ

▼ビジネス

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

167
小さな会社の
トクする人の雇い方・給料の払い方

井寄 奈美||著 日本実業出版社 2009 B1-4い

168
ビジネス思考力入門講座
仕事がシンプルに片づく人に変わります。

渋井 真帆 ||著 ダイヤモンド社 2010 B1-4し

169
｢一生懸命」な「まじめ」社員を
『稼げる』人材に育てる法

山元 浩二‖著 中経出版 2011 B1-4や

170
よくわかる
自信がつくビジネスマナー
改訂版２版

富士通エフ・オー・エム‖著作/
制作

ＦＯＭ出版 2009 B1-4よ

171
ぐんぐん売れる
POPのきほんとツボ

石川 香代‖著 廣済堂出版 2010 B1-7い

172
売れる手書きＰＯＰのルール
誰でもすぐにつくれる！

今野 良香 ||著 同文館出版 2009 B1-7こ

173
だから儲かった
手書きチラシ作成術　トラの巻

出村 邦彦‖著 ハギジン出版 2009 B1-7て

174
ロングセラー商品の舞台裏
ヒットを続けるには理由がある

成美堂出版
編集部 ||編

成美堂出版 2010 B1-7な

175
魅せて買わせる
陳列と展示の法則

深沢 泰秀‖著 秀和システム 2011 B1-7ふ

176
改正法対応　すぐに役立つ消費者契約法
特定商取引法　割賦販売法の法律知識

藤田 裕||監修 三修社 2009 B2-3ふ

177
デンマークが超福祉大国になったこれだけの理由
どこが違うのか！？安心して暮らせる希望
社会と無縁死３万人の国

ケンジ・ステファンスズキ‖著 合同出版 2010 Ｃ3-1す

178
ノート・手帳・企画書に使える！
図解表現基本の基本

飯田　英明‖著 明日香出版社 2011 Ｆ2い

179
図解売れる色とデザインの法則
色・形・パターン・配色に潜む
ロングセラーの秘密

高坂 美紀‖著 秀和システム 2007 F2た
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ビジネス力UPを応援する本

▼ビジネス

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

180
図解　ミスが少ない人は必ずやっている
[書類・手帳・ノート]の整理術

小西 七重‖編集
池田 秀之‖執筆

サンクチュアリ出
版

2010 F2す

181
伝わる！図表のつくり方が
身につく本

永山 嘉昭‖著 高橋書店 2012 Ｆ2な

182
別冊DiscoverJapan
地域ブランドのつくりかた

別冊Discover　Japan‖編 エイ出版社 2013 F１-6ち

183
全部無料でもっと宣伝してもらう、
対マスコミPR術

玉木 剛‖著 翔泳社 2010 B1-7た

184
言いたいことが確実に伝わる
メールの書き方
～ビジネス・コミュニケーション術～

小田 順子 ||著 明日香出版社 2011 F２お

185
この一冊ですべてわかる
広報・PRの基本

山見 博康 ||編著 日本実業出版社 2009 B1-7や

186
雰囲気写真の撮り方
ナチュラルな光を活かすデジカメ撮影術

木村 文平 ||著
エムディエヌコー
ポレーション

2010 F-2き

187
予算がなくてもステキなデザインの
フライヤー・コレクション

グラフィック社編集部‖編 グラフィック社 2010 F-2よ

188
かわいい印刷
DM、ショップカード、名刺…
自分だけの紙もののつくり方

手紙社‖編
パイ　インター

ナショナル
2013 F-2か

189 ヒットの経営学 斎田 久夫 ||著 日本経済新聞社 2011 B1-５ひ

190
一生食っていくための
「士業」の営業術

原 尚美‖著 中経出版 2013 B1-5は

191 はじめて講師を頼まれたら読む本 大谷 由里子 ||著 中経出版 2009 B1-５お

192
ゼロのちから
―成功する非営利組織に学ぶ
ビジネスの智恵１１

ナンシー・ルブリン‖著 英治出版 2011 B1-５る

193 ６０分でわかる！図説著作権 中川 勝吾‖著
ディスカヴァー・

トゥエンティーワン
2011 B２-３な

194 どうなる　どうする　個人情報保護がよくわかる＜改正対応＞
富士通エフ・オー・エム株式会社
著作/制作

FOM出版 2017 F-2こ

195 起業の科学 田所雅之 日経ＢＰ社 2020 B1-5た

196 セールスコピー大全:見て、読んで、買ってもらえるコトバの作り方 大橋　一慶 ぱる出版 2021 B1-2お

197 ファンが増える! 文章術---「らしさ」を発信して人生を動かす 山口 拓郎 廣済堂出版 2021 B1-2や
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ビジネス力UPを応援する本

▼閉架

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

198
板書の極意
ファシリテーション・グラフィックで
楽しくなる会議。

八木 健夫‖著 アメニモ 2008 Ｆ-2や

199
キュレーション
収集し、選別し、編集し、共有する技術

スティーブン・ローゼンバウム‖
著

プレジデント社 2011 Ｆ-2ろ

200
ストーリーでわかる
「商標・意匠」のしくみと手続き
はじめての１冊

長坂 剛人‖著 同文館出版 2011 B1-7な
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▼農と食

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

201
農村女性の社会学
―地域づくりの男女共同参画

藤井 和佐‖著 昭和堂 2011 A2-2ふ

202 すべては宇宙の采配 木村 秋則 ||著 東邦出版 2009 B1-5き

203
山形・庄内
田舎町リストランテ、頑張る

奥田 政行 ||著 マガジンハウス 2009 B1-5お

204 勝つための農業ビジネス ― イカロス出版 2010 B1-5か

205
農業をはじめたい人の本
－作物別にわかる就農完全ガイド

齊藤 訓之 ||監修 成美堂出版 2010 B1-5の

206
農産物直売所出品者の
実践と心得１００

勝本 吉伸‖著 家の光協会 2009 B1-5か

207

小さく始めて
農業で利益を出し続ける7つのルール
家族農業を安定経営に変えたベンチャー
百姓に学ぶ

澤浦 彰治||著 ダイヤモンド社 2010 B1-5さ

208
｢農｣と｢食｣の農商工連携
中山間地域の先端モデル岩手県の現場から

関 満博 ||著 新評論 2009 B1-5せ

209
幸せレストラン　農家レストラン
農家レストランの開業と経営手法

高桑 隆 ||著 同友社 2010 B1-5た

210
よくわかる
加工特産品のつくり方、売り方

鳥巣 研二||著 出版文化社 2010 B1-5と

211
山形ガールズ農場
～女子から始める農業改革～ 菜穂子‖著 角川書店 2012 B1-5な

212
「農」と「食」の女性起業
農山村の「小さな加工」

関 満博 他||編 新評論 2010 B1-5の

213
農産物直売所
売り上げアップの秘訣

石川 香代・石川 伊津‖著 家の光協会 2011 B1-5の

214
農を楽しくする人たち
家庭菜園から新ビジネスまで

週刊ダイヤモンド
嶺隆一 ||著

ダイヤモンド社 2010 B1-5の

215
農業をしたい女性の贈る初めての就農ガイド
ヒメ　農民になる

社)農山漁村女性・生活支援協会 ||
編

農山漁村女性・生
活支援協会

2010 B1-5の

216
農産物直売所
それは地域との「出会いの場」

関 満博 ||編 新評論 2010 B1-5せ

217
夢で終わらせない農業起業
1000万円稼ぐ人、失敗して借金作る人

松下 一郎 ||著 徳間書店 2009 B1-5ま

218
図解　入門ビジネス最新
食品工場の衛生と危機管理が
よーくわかる本

河岸 宏和 ||著 秀和システム 2008 B1-7か

219
やらなきゃ損する
農家のマーケティング入門

冨田 きよむ‖著 農文協 2004 B1-7と

農と食にかかわる本
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農と食にかかわる本

▼農と食

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

220
集落営農と家族経営を活かす
新版　法人化塾

森 剛一‖著
社)農山漁村文化

協会
2009 B1-7も

221
メーカー・販売業者のための
食品に関する法律と実務がわかる本

佐伯 龍夫‖著 日本実業出版社 2009 B2-3さ

222 築地御厨の野菜仕事 内田 悟‖著 主婦の友社 2010 F1-3う

223 日本の食材帖―野菜・魚・肉 ぼうずコンニャク　‖監修 主婦と生活社 2009 F1-3に

224
からだによく効く
食材＆食べあわせ手帳

三浦 理代・永山 久夫‖監修 池田書店 2010 F1-3か

225
木村秋則と自然栽培の世界
無肥料・無農薬でここまでできる

木村 秋則 ||編 日本経済新聞 2010 F1-3き

226
未来へ伝えたい日本の伝統料理
―春の料理

小泉 武夫‖監修
後藤 真樹‖著

小峰書店 2010 F1-3こ

227
未来へ伝えたい日本の伝統料理
―夏の料理

小泉 武夫‖監修
後藤 真樹‖著

小峰書店 2010 F1-3こ

228
未来へ伝えたい日本の伝統料理
―秋の料理

小泉 武夫‖監修
後藤 真樹‖著

小峰書店 2010 F1-3こ

229
未来へ伝えたい日本の伝統料理
―冬の料理

小泉 武夫‖監修
後藤 真樹‖著

小峰書店 2010 F1-3こ

230
未来へ伝えたい日本の伝統料理
―季節を通じた料理

小泉 武夫‖監修
後藤 真樹‖著

小峰書店 2010 F1-3こ

231
未来へ伝えたい日本の伝統料理
―日本の食を考える

小泉 武夫‖監修
後藤 真樹‖著

小峰書店 2010 F1-3こ

232
小池芳子の
手作り食品加工コツのコツ（１）
ジャム類・ジュース・ケチャップソース

小池 芳子 ||著
農山漁村文化協

会
2006 F1-3こ

233
小池芳子の
手作り食品加工コツのコツ（２）
果実酢・ウメ加工品・ドレッシング

小池 芳子 ||著
農山漁村文化協

会
2006 F1-3こ

234
小池芳子の
手作り食品加工コツのコツ（３）
漬け物・惣菜・おこわ・もち・テンペ・こんにゃく・くん製

小池 芳子 ||著
農山漁村文化協

会
2006 F1-3こ

235
小池芳子の
手作り食品加工コツのコツ（４）
農産加工所の開設・経営・商品開発

小池 芳子 ||著
農山漁村文化協

会
2007 F1-3こ

236
農業がわかると、社会の仕組みが見えてくる
高校生からの食と農の経済学入門

生源寺 眞一‖著 家の光協会 2010 F1-3し

237
「スパイス＆ハーブ検定」認定テキスト
スパイス＆ハーブの使いこなし事典
　　　～基本のすべてを楽しく学べる～

主婦の友社‖編著 主婦の友社 2009 F1-3す

238 食と農を学ぶ人のために
祖田 修、
杉村 和彦 ||編

世界思想社 2010 F1-3せ

239 花図鑑　野菜+果物 草土出版編集部‖編著 草土出版 2008 F1-3は
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農と食にかかわる本

▼農と食

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

240
オーガニック検査員・水野葉子の
「家族と食べたい！」食品選び

水野 葉子‖著 東洋経済新聞社 2011 F1-3み

241
食べよういわて
伝統食と食の匠の技

岩手県‖監修
岩手県農業改良

普及会
2011 I2-2た

242
奇跡のリンゴ
「絶対不可能」を覆した農家
木村秋則の記録

石川　拓治‖著 幻冬舎 2011 F１-3い

243 奇跡のりんごスープ物語 山崎　隆‖著 講談社 2013 F１-3や

244 農家女性の社会学－農の元気は女から 靏　理恵子‖著 コモンズ 2007 A2-2か

245 家の光　2013年６月号
ＪＡグループ
家の光協会

2013 Z2

246
これからの配食サービス
高齢者の食を地域で支える

高齢者生活支援研究会‖編 かもがわ出版 2004 F１-3こ

247 家の光　2014年1月号
ＪＡグループ
家の光協会

2014 Z2

248 女性からみる日本の漁業と漁村 中道　仁美‖編著 農林統計出版 2008 B1-4な

249 一条ふみさんの自分で治す草と野菜の常備薬 一条　ふみ‖著 自然食通信社 1998 I２-２い

250 農業女子－女性Ｘ農業の新しいフィールド 伊藤　淳子‖著 洋泉社 2015 Ｂ１-４い

251 園芸ガイド　2015[春号] 主婦の友社 2015 Z

252
一冊でわかる
食品表示

垣田　達哉‖著 株式会社商業界 2015 B2-8せ

253 おいしいヴィーガン　パイ＆キッシュ 阿部靜 双葉社 2018 F-1あ

254 365日＃Tシャツ起業家「食べチョク」で食を豊かにする農家の娘 秋元里奈 KADOKAWA 2021 F１-あ

255
農業のマーケティング教科書
食と農のおいしいつなぎかた

岩崎　邦彦
日本経済新聞出

版
2017 F１-い

-15-



農と食にかかわる本

▼閉架

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

256
農山漁村の女性起業家
２００選　上

社)農山漁村女性・生活支援協会 ||
編

社)農山漁村
女性・生活支援協

会
2003 B1-5の

257
農山漁村の女性起業家
２００選　下

社)農山漁村女性・生活支援協会 ||
編

社)農山漁村
女性・生活支援協

会
2003 B1-5の

258
農山漁村女性起業４００選
全国マップ

社)農山漁村女性・生活支援協会 ||
編

社)農山漁村
女性・生活支援協

会
2006 B1-5の

259
もう一歩先へ進むために
女たちの自立戦略シンポジウム
「都市と農村の共同参画かなめは女」報告集

WAN「女と農」ネットワーク||編
WAN｢女と農｣ネッ

トワーク
2001 B1-5も

260
任意の組合から法人まで
農業経営組織の実務と会計

林田 雅夫 他||著
社)農山漁村文化

協会
2008 B1-7の
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▼パソコンテキスト

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

261
趣味発見！おもしろパソコン塾
なるほど楽しいワード
　～基礎からじっくり入門編～

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2011 F-2し

262
趣味発見！おもしろパソコン塾
なるほど楽しいワード
　～基礎からじっくり入門編～

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2011 F-2し

263
趣味発見！おもしろパソコン塾
なるほど楽しいメール

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2008 F-2し

264
趣味発見！おもしろパソコン塾
なるほど楽しいインターネット

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2012 F-2し

265
趣味発見！おもしろパソコン塾
なるほど楽しいパソコン

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2009 F-2し

266
趣味発見！おもしろパソコン塾
キーボード入力ドリル
-ローマ字入力対応-

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2010 F-2し

267
趣味発見！おもしろパソコン塾
なるほど楽しいエクセル

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2009 F-2し

268
趣味発見！おもしろパソコン塾
なるほど楽しいエクセル

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

ＦＯＭ出版 2011 Ｆ-2し

269
NHK趣味どきっ！
パソコンで絆深めよう　年賀状からＳＮＳまで

日本放送協会‖編 NHK出版 2015 Ｆ2し

270
よくわかる
Microsoft PowerPoint 2016　基礎

富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

FOM出版 2016 Ｆ2よ

271
小さなお店＆会社のWoｒｄPress超入門
－初めてでも安心！思いどおりのホームページを作ろう！

星野邦敏、大胡由紀、吉田裕介、羽
野めぐみ、リブロワークス‖著

㈱技術評論社 2016 Ｆ2ち

272
よくわかる
Word2016 & Excel2016

FOM出版||編 FOM出版 2016 Ｆ-2よ

273
よくわかるマスター
Microsoft Office Specialist　Microsoft Word 2016
対策テキスト＆問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2019 Ｆ-2よ

274
よくわかるマスター
Microsoft Office Specialist　Microsoft Word 2016
対策テキスト＆問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2019 Ｆ-2よ

275
よくわかるマスター
Microsoft Office Specialist　Microsoft PowerPoint 2016
対策テキスト＆問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2019 Ｆ-2よ

276
よくわかるマスター
MOS Excel 365&2019 対策テキスト&問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 Ｆ-2よ

277
よくわかるマスター
MOS Word 365&2019 対策テキスト&問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 Ｆ-2よ

278
よくわかるマスター
MOS PowerPoint 365&2019 対策テキスト&問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2020 Ｆ-2よ

279
よくわかるマスター
MOS Excel 365&2019 Expert対策テキスト&問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2021 Ｆ-2よ

パソコン活用を応援する本
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パソコン活用を応援する本

▼パソコンテキスト

280
よくわかるマスター
MOS Word 365&2019 Expert対策テキスト&問題集

富士通エフ・オー・エム FOM出版 2021 Ｆ-2よ

281 今すぐ使えるかんたんmini Word & Excel 2019 基本技 技術評論社編集部 技術評論社 2019 Ｆ-2い

282
2022年最新改訂版! ワード/エクセル/パワーポイント
基本の使い方がぜんぶわかる本 (これだけマスターすれば困らない!)

合同会社浦辺辺製作所 standards 2021 Ｆ-2き

283 今すぐ使えるかんたん Windows 11 オンサイト 技術評論社 2021 Ｆ-2い

284
世界一やさしいパソコン仕事最速スキル大全 _
ビギナーでも効率が10倍アップする150の方法
(特典:Windows11応用テクニック動画 データ配信)

金子　晃之 宝島社 2022 Ｆ-2か

285 大人気YouTuber方式 Excel&Wordの必須スキルが見るだけで身につく本 金子　晃之 宝島社 2020 Ｆ-2か

▼SNS・ブログ等

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

286
儲けを生み出す！
ビジネスブログ成功の秘訣

前野 智純 ||編 ソーテック社 2005 B1-5ま

287
夢をかなえるツイッター
いいことが起こるつぶやきのコツ

内藤 みか ||著 技術評論社 2010 F-2な

288
ツイッター
会社と仕事はこう変わる

日経ビジネス ||編 日経BP社 2010 F-2

289
フェイスブックで「リアル通貨」を
生み出す方法
あなたも半年間で夢と幸せを引きよせ「人生繁盛」できる！

道端 やす代‖著 カナリヤ書房 2011 B1-7み

290
Ｆａｃｅｂｏｏｋ＆Ｔｗｉｔｔｅｒ
セールス文章術

臼井 隆宏‖著 秀和システム 2011 F-2う

291
Ｔｗｉｔｔｅｒ　Ｐｅｒｆｅｃｔ
Ｇｕｉｄｅｂｏｏｋ

柳谷 智宣‖著 ソーテック 2011 F-2

292 普通の主婦がネットで４９００万円稼ぐ方法 山口 朋子‖著 フォレスト出版 2013 Ｆ-2や

293
ブログ飯
個性を収入に変える生き方

染谷 昌利‖著
インプレスジャパ

ン
2013 F-2そ

294
Ｆａｃｅｂｏｏｋ　Ｐｅｒｆｅｃｔ
Ｇｕｉｄｅｂｏｏｋ

森嶋 良子・鈴木 麻里子・田口 和裕
‖著

ソーテック 2011 F-2も

295
かんたんなのに、ほとんどの人がやっていない
お店にファンをつくるウェブ発信の新ルール

仲島　ちひろ（箱庭）‖著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 F-2た

296 現場に学ぶSNSトラブル回避術
富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

FOM出版 2015 F-2け
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パソコン活用を応援する本

▼SNS・ブログ等

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

297
デジタル時代の基礎知識
『SNSマーケティング』「つながり」と「共感」で
利益を生み出す新しいルール

林雅之 翔泳社 2018 F-2は

298 2021年最新版 初めてでもできる超初心者のLINE入門 (2021年最新版!) 合同会社浦辺辺製作所 standards 2021 F-2は

299 Instagram完全マニュアル 八木　重和 秀和システム 2021 F-2や

300 ゼロからはじめる Twitter ツイッター 基本&便利技 リンクアップ 技術評論社 2021 F-2せ

301
LINE/Facebook/Twitter/Instagram/YouTube/Zoomの
「わからない!」をぜんぶ解決する本

宝島社 2022 F-2わ

302 Zoom目指せ達人＆活用術 川上恭子／野々山美紀 マイナビ出版 2021 F-2か

▼その他パソコン・インターネット

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

303
中高年のデジタル指南書
使いこなしもバッチリ！
無線ＬＡＮ＆Ｗｉ-Ｆｉ完全理解

日経ＰＣビギナーズ編集部‖編 日経ＢＰ社 2011 F2

304
Ｗｏｒｄでデザイン！
飲食店のメニュー・チラシ・
パンフレット

技術評論社‖編 技術評論社 2008 F2

305
Ｗｏｒｄでできる
チラシ・ＰＯＰ・ＤＭデザイン
サンプルＢＯＯＫ

成美堂出版編集部　‖編 成美堂出版 2011 F2

306
Ｇｏｏｇｌｅ+Ｐｅｒｆｅｃｔ
Ｇｕｉｄｅｂｏｏｋ

田口 和裕・成松 哲・毛利 勝久‖著 ソーテック 2012 F2

307
Ｗｅｂマーケティング
思考トレーニング

高畑 哲平‖著
KDDIウェブコミュニケーションズ‖
編

中央経済社 2012 F2う

308
Ｊｉｍｄｏで作る ホームページ
はじめの一歩

相澤 裕介‖著 カットシステム 2012 F2あ

309
もし、パソコンが苦手な人が利益を出さなきゃいけない
ホームページを作ることになったら

河村 卓司‖著 主婦と生活社 2012 F2か

310
パソコンの「Word」で描ける！
イラスト練習帳

佐々木 博‖著 講談社 2007 Ｆ2さ

311
実例満載　Ｗｏｒｄでできる
すぐに使えるPOP広告・お知らせ
ポスター・暮らしの書類の作り方

辻野 功、
辻野 久枝‖共著

技術評論社 2010 Ｆ2し

312
Microsoft Word レイアウトデザインガイドブック
Microsoft Wordによる自由で読みやすい
レイアウトの作成

オラリオ‖著 オラリオ 2005 Ｆ2ま
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パソコン活用を応援する本

▼その他パソコン・インターネット

No． 書　　　名 編著者名 出版社 発行年 分類記号

313
｢どこまでＯＫ？」
迷った時の
ネット著作権ハンドブック

中山 俊介 ||著 翔泳社 2006 B2-3な

314
動画で学ぶWordPressの学校
初めてWebサイトを立ち上げるときに読む本

たにぐちまこと‖著 ㈱KADOKAWA 2016 Ｆ-2ち

315
NHK趣味どきっ！
楽しくスマホ　脱初心者への道

日本放送協会‖編 NHK出版 2015 Ｆ-2し

316 趣味発見！ウィンドウズ１０
富士通エフ・オー・エム株式会社‖
編

FOM出版 2015 Ｆ-2し

317
インターネットの法律と
トラブル解決法

神田　将 ||監修 (株)自由国民社 2015 F-2こ
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