
 

 

 

 

 

  

中野区立中央図書館 

第 4６回「個性ある図書館」展示 平成 30 年 12 月 28 日発行 

Ｖｏｌ. 4６ 

中野区立中央図書館 中野区中野２－９－７ 03－5340－5070 

今回のテーマは「スモールビジネス」。

飲食店やオンラインショップ、クリエイ

ターなど、一人あるいは少人数でもでき

る仕事について、「はじめる」と「つづ

ける」両方の視点から紹介します。 

 



 

 

 

個人で出来る小さな事業は、自分の技術やセンスを自由に発揮できたり、ものによっては気軽に始められた

りと魅力的です。しかし、開業のための準備や各種の申請など、自分でやらなければならないことがたくさん

あるのも事実。そんなときは、図書館で事前にしっかり情報収集をしましょう！ 

 

●知っておきたい起業のコト 

まずは起業のための基本情報を学びましょう！ 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

じぶんサイズで起業しよう！ 鈴木淑子/著 青山ライフ出版 2017 335/ス 

個人事業の教科書 1年生 宇田川敏正/監修 新星出版社 2017 335/コ 

しあわせを掴む起業のカタチ 日野佳恵子/著 ダイヤモンド社 2014 335/ヒ 

50歳からの起業術 中野裕哲/著 大和書房 2016 335/ナ 

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 159.4/マ 

●職種ごとに調べる 

それぞれの職種に特化した資料で、より詳しく「はじめかた」を学びましょう！ 

   開業資金や運営が大変だが夢が叶えられる

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

おうちサロンのはじめ方 磯部百香/著 ナツメ社 2017 673.9/イ 

小さなお店のつくり方 まちとこ/編 辰巳出版 2013 673/チ 

飲食店の独立開業  柴田書店 2015 673.9/イ 

   現代ならではの在宅での仕事 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

次世代の全く新しいお金の稼ぎ方を

“0”から教えます。 
上田幸司/監修  ダイアプレス 2017 366.2/シ 

プロが教える 儲かる「ネット古物商」

の始め方 
泉澤義明/著 ぱる出版 2018 673.3/イ 

はじめてのメルカリの使い方 桑名由美/著 秀和システム 2017 673.3/ク 

         趣味感覚で気軽に始められる 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

人気ハンドメイド作家になりたい人が

読む本 
ARENSKI/著 技術評論社 2016 594/ニ 

確実に稼げる minne ハンドメイド副業

入門 
大嵜幸子/著 ソーテック社 2017 673.3/オ 

スイーツをネットショップで売りたい

あなたへ 
籏智優子/著 柴田書店 2013 673. 3/ハ 

スモールビジネスをはじめる！ 



         一人でも始められる出版社 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

小さな出版社のつくり方 永江 朗/著 猿江商會 2016 023.1/ナ 

あしたから出版社 島田潤一郎/著 晶文社 2014 023/シ 

“ひとり出版社”という働き方 西山雅子/編 河出書房新社 2015 023.1/ヒ 

      自分の才能を活かせる 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

クリエイターのハローワーク ビーコムプラス/著 マール社 2017 707/ク 

クリエイターになりたい！ ミータ・ワグナー/著 柏書房 2018 707/ワ 

コンサート,ライブのエンジニアを目指

すための図でわかる PAの基本 
半澤公一・栗原信義/著 誠文堂新光社 2011 547.3/ハ 

●いろいろな仕事をこなすための資料を探す 

個人事業は、一人でいくつもの仕事をこなさなければいけません。そのためには、さまざまな知識を学ぶ必要

があります。起業の入門書に書いてあることよりもっと詳しく知りたい！と思ったときは、「知りたいこと」ごと

に資料を探しましょう。 

図書館の資料は本の内容ごとに数字で分類されています。数字は背表紙の下についているシールに書かれてい

ます。例えば、個人事業で必要になる知識の本には、こんな番号が付いています。 

企画について 336.1 営業・マーケティングについて 336.4 

経理・事務について 336.9 接客・サービスについて 673.3／673.9 

 

●行政の支援を知る 

 各自治体も創業や起業の支援を行っています。融資や補助金、セミナー、相談会などの情報を発信しています。 

 

中野区が出している創業・起業支援などの資料 

タイトル 著者 出版者 出版年 請求記号 

中野区産業サポートブック 2018 
中野区都市政策推進室

産業振興分野/編 
中野区 2018 D20/A/18 

中野区事業者ガイドブック 2017 
中野区都市政策推進室

産業振興分野/編 
中野区 2017 D20/A/17 

・東京都創業 NET（https://www.tokyo-sogyo-net.jp/） 

 東京都内の起業に関する総合情報サイトです。 

・東京都創業ステーション（https://startuphub.tokyo/） 

 起業に興味ある人なら誰でも自由に立ち寄れる施設です。起業に役立つ約 1000 冊の蔵書もあり、起業相談な

ども受付けています。 

 

 

https://www.tokyo-sogyo-net.jp/
https://startuphub.tokyo/


 

スモールビジネスをつづける！ 
  

始めたビジネスを続けていくためにはマーケティングが必要ですが、では「マーケティング」とは何でしょう？ 

『はじめての「マーケティング」1年生』（宮崎哲也/著,明日香出版社,2013,675/ミ）では、マーケティングを「売

り手（供給者）が買い手（需要者）との良い関係を保ちながら、買い手が価値を感じるような商品やサービスを

安定的に売れるような仕組みを作ること」と定義しています。 

マーケティング・ミックスとは？ 

「マーケティング・ミックス」とは、マーケティング活動の土台ともいえる重要な概念です。4Pといわれる 4つ

の要素の最適な組み合わせのことで、その要素とは Product（製品）、Price（価格）、Place（場所）、Promotion

（促進）です。ただし 4Pは企業、売り手の視点から見たもので、買い手の視点に立ったマーケティング・ミック

スとして 4C という概念も生まれました。4C の要素は Customer Value（顧客にとっての価値）、Customer Cost

（顧客の負担）、Convenience（顧客の利便性）、Communication（コミュニケーション）です。（出典：『はじめて

の「マーケティング」1年生』宮崎哲也/著,明日香出版社,2013,675/ミ） 

マーケティング環境の分析 

 マーケティングにおいて、自分たちを取り巻く環境を分析することはとても大切です。環境には自社内部の状

況である内部環境と、社会や顧客などの外部環境があります。この二つを分けて分析することができるのが SWOT

分析です。内部環境分析と外部環境分析を縦横に掛け合わせることで、環境の変化に適切に対応できるよう備え

たり、新たな可能性を見出したりすることができます。 

SWOT分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：『はじめてのマーケティング』（久保田進彦他/著,有斐閣,2013,675/ハ） 

マーケティングの基本を学ぶブックリスト 

タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号 

ぐるっと！ マーケティング 安部徹也/著 すばる舎リンケージ 2015 675/ア 

不変のマーケティング 神田昌典/著 フォレスト出版 2014 675/カ 

クチコミュニティ・マーケティング実践ノート 日野佳恵子/著 日本実業出版社 2013 675/ヒ 

ビックデータ時代の新マーケティング思考 横山隆治他/著 
ソフトバンク 

クリエイティブ 
2012 675/ビ 
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マーケティングの具体的な方法 

●看板や POPでアピールする 

 商品やサービスを売るためには、まずそれがどんなものなのでどんな魅力があるのか買い手に知ってもらう必

要があります。ここでは、小さなお店や会社でもできる看板や POPなどの作り方を学べる本をご紹介します。 

 

小さなお店や会社でも大丈夫！ 看板や POPなどの作り方を学ぶためのブックリスト 

タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号 

チョーク＆デザイン 丸 倫徳/監修 三才ブックス 2017 725.4/チ 

プロが教える現場で役立つ手書き POP さとだてゆめこ/著 日貿出版社 2016 674.5/サ 

小さなお店のショップカード・DM・フライヤー PIE BOOKS/編著 
パイインター 

ナショナル 
2016 674.3/チ 

おいしい店はメニューブックがうまい 日経レストラン/編 日経 BP社 2014 673.9/オ 

 

●インターネットでアピールする 

 商品やサービスをアピールする方法には、ウェブサイトや SNSもあります。ここでは、小さなお店や会社でも

できるウェブサイトの作り方や SNSの使い方を学べる本をご紹介します。 

 

小さなお店や会社でも大丈夫！ ウェブサイトの作り方や SNSの使い方を学ぶためのブックリスト 

タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号 

小さなお店&会社のホームページ Jimdo入門 藤川麻夕子/著 技術評論社 2017 547.4/フ 

Facebook を最強の営業ツールに変える本 坂本 翔/著 技術評論社 2016 675/サ 

小さなお店、小さな会社のためのウェブサイ

ト&ネットショップ制作 

デジタル 

ステージ/監修 

ビー・エヌ・ 

エヌ新社 
2016 547.4/チ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デザインの基本を学ぶためのブックリスト 

タイトル 著者 出版社 出版年 請求記号 

デザインの仕事 寄藤文平/著 講談社 2017 727/ヨ 

色の力 ジャン・ガブリエル・コース/著 CCCメディアハウス 2016 675/コ 

HELLO WORLD アリス・ローソーン/著 フィルムアート社 2013 757/ロ 

デザインとは？ 

 ビジネスで扱うものが実際に触れることのできるものである場合、それをどんな色や形にデザインするかと

いうことは売れ行きに大きく関係します。 

 デザインとは本来「計画する」という意味であり、現状をより良いものにするための計画やアイディア（意

匠）のことです。デザインには社会性、芸術性、科学性という 3つの性質があります。社会に貢献でき、美を備

えていて、科学技術によって大量生産、大量発信できるものである必要があるのです。（『デザイン×ビジネス』

南雲治嘉/著,クロスメディア・パブリッシング,2016,675/ナ） 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●東京都内公立図書館に所蔵されている図書を探す  

・東京都内の公立図書館の蔵書を一括検索。 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/?page_id=8027 

 

・東京都内の公立図書館の新聞雑誌の所蔵の目録。

http://magazine.metro.tokyo.jp/ 

●国立国会図書館ホームページで探す  

・国立国会図書館所蔵の資料（本、論文、新聞、デジタル資料）のほか、都道府県図書館の所蔵資料を複合

的に検索。 

                          http://iss.ndl.go.jp/ 

 

●中野区立図書館の資料を探す 

・図書館内の利用者検索機（ＯＰＡＣ） 

・中野区立図書館ホームページ      https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx 

 

のための調べ方! 

適切なキーワードを使って、効率的に情報を探しましょう。 

【 開業・小規模経営・スモールビジネス・個人経営・創業・マーケティング】 

 

●参考資料を使って基本的な情報を探す 

書名 編者 出版者 出版年 請求記号 

平成 27 年度 中小企業施策総覧 中小企業庁／編 
全国官報 

販売協同協同組合 
2015 R335/チ/15 

行政が行っている中小企業の支援施策について調べられる資料。中小企業庁のホームページでも公開されて

いる。 

人気店舗 デザイン年鑑 2017  
アルファブックス/

アルファ企画 
2016 R673.9/ニ/17 

人気店舗のデザインや詳細情報が収録されている資料。 

 
●雑誌を使って最新の情報を探す 

ジャンル 雑誌名（中野区所蔵雑誌） 

経営 『飲食店経営』『CAFERES』『日経トレンディ』『日経レストラン』『宣伝会議』 

経済紙 『日経ビジネス』『週刊東洋経済』『PRESIDENT』『Associe』『週間ダイヤモンド』 

IT 『日経 PC21』『日経コンピュータ』『Software Design』 

!!中野区立図書館の所蔵雑誌を調べるときは!! 

 中野区立図書館ホームページで公開している、雑誌一覧から調べられます。 

（https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html） 

 

http://ufinity01.jp.fujitsu.com/metro/?page_id=8027
http://magazine.metro.tokyo.jp/
http://iss.ndl.go.jp/
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/asp/WwKensaku.aspx
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/zousho/index_magazine.html


 

種 類 概 要 

聞蔵Ⅱビジュアル 1879年から当日までの朝日新聞の検索 

日経テレコン２１ 1975年 4 月から当日までの日経４紙の新聞記事や企業情報などの検索 

MAGAZINE PLUS 一般誌・総合誌の雑誌記事検索や学術論文などの検索 

官報情報検索サービス 1947年 5月 3日から当日までの官報記事の検索 

WHO PLUS 歴史上の人物から現在活躍する人物まで、約３２万人のプロフィールの検索 

 

こんな記事が検索できます ※２０１８年 12 月３日時点のデータです。 

データベース 記事情報 掲載誌 請求記号 

聞蔵Ⅱビジュアル （西発見）わが町の「ビズ」拡大中 

経営指南の外部人材、自治体募る 

【西部】 

朝日新聞  

2017年 12月 16 日 朝刊 1面 

 

（ぶらりふらり）五反田：１ ベン

チャー企業集まる「谷〈バレー〉」 

／東京都 

朝日新聞  

2017年 11月 23日 朝刊 

東京 B・2地方 26面 

 

日経テレコン２１ アトツギ創業――トランビ、中小つな

いで廃業防ぐ、取引先の苦境から着想

（ＳｔａｒｔＵｐ） 

日経産業新聞 

2018年 5月 30日 20面 

 

じぶんカンパニー代表池田道成氏

――スポーツで商店街に活気、空き

家活用、個人ジム運営（人物ファイ

ル） 

日本経済新聞  

地方経済面 北関東 

2018年 9月 13日 41面 

 

MAGAZINE PLUS 
フィンテック “かゆいところ”に着

眼 新金融サービスが続々 

週刊東洋経済 

2018年 7月 14日号 p.30-31 
雑誌 

私たちはこんなふうに起業しました-

畠山恵 昼は保育士、夜は英語塾経営

“Do!”を大事に人生を突き進む/仙頭

宣幸「コスモス」代表 個人事業主で

自由を手に入れる 

ダ・ヴィンチ 

2018年 3 月号 p.36-37 
雑誌 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連のある過去のパスファインダー（調べ方案内）も見てみよう！ 

第 28 回「そうさ、いまこそサブカルチャー！中野はでっかい宝島」 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201528.pdf 

第 33 回「中野印！受け継ぎたい中野の伝統工芸」 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201633.pdf 

第 39 回「はぴぽんのなぜなに経営塾」 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201739.pdf 

中野区立

図書館所

蔵の朝日

新聞・日

本経済新

聞では見

られな

い、地方

版の記事

が見られ

ます。 

過去 1年で検索 
「個人 起業」367件 

過去 1年で検索 
「個人 起業」23件 

過去 1年で検索 
「個人 起業」 124件 

https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201528.pdf
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201633.pdf
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201739.pdf
https://www3.city.tokyo-nakano.lg.jp/tosho/pathfinder/pdf/chuopath201317.pdf


 

テーマ「寒い冬 図書館であったまろう！」

テーマ「中野区歴史民俗資料館 

   に行ってみよう！」 

常設展示「第 10 回 日本の文豪」 

中野区立図書館年末年始休暇のお知らせ 

第 15 回中野区ゆかりの著作者紹介展示 

『中也と中野と中央線』 

『ピックアップライブラリー 2018』

 

『フォーリア シュウさんから学ぶ 

おもてなしレッスン～香港編～』 

『顔だしおにパネルを作ろう！』 

『シャレード』 

 

 

※イベントの詳細は、 

館内の掲示物または図書館 HP 

をご覧下さい。 


