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創業者 社名（創業年） タイトル 著者など 発行者 発行年

あ 青木擴憲
ＡＯＫＩホールディング
ス（1958）

何があっても、だから良かった
人間を磨き、格を高める経営

青木擴憲／著 ＰＨＰ研究所 2013.9

赤羽雄二 ブレークスルーパート
ナーズ（2002）

速さは全てを解決する　『ゼロ秒思考』の仕事術 赤羽雄二／著 ダイヤモンド社 2015.1

秋庭 洋
ブラッシュアップ・ジャ
パン（2001） 既卒・フリーターの就職一発逆転の法則 秋庭 洋／著 新人物往来社 2013.2

浅野総一郎 九転十起　事業の鬼・浅野総一郎 出町譲／著 幻冬舎 2013.1

安積陽子
一般社団法人国際ボ
ディランゲージ協会
（2016）

ＮＹとワシントンのアメリカ人がクスリと笑う日本人
の洋服と仕草

安積陽子／著 講談社 2018.1

阿部 等 ライトレール（2005） 満員電車がなくなる日　改訂版 阿部 等／著 戎光祥出版 2016.11

新井和宏 鎌倉投信（2008）
投資は「きれいごと」で成功する
「あたたかい金融」で日本一をとった鎌倉投信の非常
識な投資のルール

新井和宏／著 ダイヤモンド社 2015.4

新井 進 住友重機・経営シス
テム研究所（1973）

よくわかる　情報システム＆　ＩＴ業界
(最新〈業界の常識〉)　最新３版

新井 進／著 日本実業出版社 2013.10

新井泰道 叙々苑（1976） 叙々苑「焼肉革命」 新井泰道／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2016.5

鮎川義介 日産の創業者鮎川義介 宇田川 勝／著 吉川弘文館 2017.3

安藤百福 日清食品ホールディ
ングス（1948）

安藤百福　世界的な新産業を創造したイノベーター 榊原清則／著 ＰＨＰ研究所 2017.1

い 五十嵐博一 ファイブ・コンサルティ
ング（2005）

ＬＬＣ（合同会社）の設立・運営ができる本
株式会社よりカンタン、ひとりでつくれる

五十嵐博一／著 日本実業出版社 2013.3

池田純一 ＦＥＲＭＡＴ ウェブ文明論 池田純一／著 新潮社 2013.5

池森賢二 ファンケル（1980）
病気にならない人の「考え方」
「治す」から「守る」へ －“予防医療”という選択

折茂 肇／著 ダイヤモンド社 2013.2

井澤岳志 ライズウィル（2009）
はじめての飲食店開業の教科書
小資本・低リスクで繁盛店をつくる

井澤岳志／著 日本実業出版社 2014.11

石角友愛 ジョブアライブ社
（2013）

才能の見つけ方天才の育て方
アメリカギフテッド教育最先端に学ぶ

石角友愛／著 文藝春秋 2016.6

石川康晴 ストライプインターナ
ショナル（1994）

アースミュージック＆エコロジーの経営学
売上高１０年で２２倍１００％正社員女性９割

石川康晴／著
日経トップリーダー／
編

日経ＢＰ社 2013.1

石川善樹 Campus for H
（2014）

疲れない脳をつくる生活習慣
働く人のためのマインドフルネス講座

石川善樹／著 プレジデント社 2016.2

石田真康 SPACETIDE 宇宙ビジネス入門
ＮｅｗＳｐａｃｅ革命の全貌

石田真康／著 日経ＢＰ社 2017.9

磯崎哲也 フェムトパートナーズ
（2017）

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　増補改訂版

磯崎哲也／著 日本実業出版社 2015.1

【創業者50音順】

平成30年７月25日発行

ブックリスト創 業 者 か ら 学 ぶ

横浜市立図書館で所蔵している日本人の企業家・創業者の伝記や著作のうち、５年以
内に刊行された資料を集めました。会社名は現在の商号を、創業年は事業を始めたこと
が確認できた年を記入しました。
企業家・創業者の意気込みや志、また人知れず抱いていたプレッシャーや苦悩を感じ

ることができます。

横浜市中央図書館
調査資料課

ヨコハマライブラリースクール

平成30年度 第３回
「起業チャレンジセミナー ～創業キホンのキ～」
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市来広一郎 ｍａｃｈｉｍｏｒｉ（2011） 熱海の奇跡　いかにして活気を取り戻したのか 市来広一郎／著 東洋経済新報社 2018.6

出雲 充 ユーグレナ（2006）
僕はミドリムシで世界を救うことに決めました。
東大発バイオベンチャー「ユーグレナ」のとてつもない
挑戦

出雲 充／著 小学館 2017.12

出光佐三 出光興産（1911） マルクスが日本に生まれていたら　新版
出光佐三／著
出光興産人事部／編 春秋社 2013.7

伊藤健太 ウェイビー（2010）
合同会社設立のすゝめ
会社をつくる人のうち１０人に１人が選ぶ！

伊藤健太／著 日本法令 2013.5

伊藤穰一 デジタルガレージ
(1994)

９プリンシプルズ　加速する未来で勝ち残るために 伊藤穰一／著 早川書房 2017.7

伊藤紀幸 ショコラボ（2012） 夢みるチョコレート工房
働く喜びをつくるということ

伊藤紀幸／著 ウェッジ 2018.2

稲川　實 トロット製靴 西洋靴事始め　日本人と靴の出会い 稲川　實／著 現代書館 2013.3

稲盛和夫 京セラ（1959） 成功の要諦 稲盛和夫／著 致知出版社 2014.11

井深　大 ソニー（1946） 井深大　人間の幸福を求めた創造と挑戦 一條和生／著 ＰＨＰ研究所 2017.8

今井 孝 キャリッジウェイ・コン
サルティング

起業１年目の教科書
１年目から無理なく年収１０００万円稼ぐ

今井 孝／著 かんき出版 2015.6

岩波茂雄 岩波書店（1913） 岩波茂雄　リベラル・ナショナリストの肖像 中島岳志／著 岩波書店 2013.9

岩元美智彦 日本環境設計
（2007）

 「捨てない未来」はこのビジネスから生まれる
赤字知らずの小さなベンチャー「日本環境設計」のす
ごいしくみ

岩元美智彦／著 ダイヤモンド社 2015.1

う 鵜尾雅隆 ファンドレックス
（2008）

ファンドレイジングが社会を変える
非営利の資金調達を成功させるための原則　改訂版

鵜尾雅隆／著 三一書房 2014.8

後 房雄
特定非営利活動法人
市民フォーラム21・Ｎ
ＰＯセンター（1997）

稼ぐＮＰＯ　利益をあげて社会的使命へ突き進む 後 房雄／著
カナリアコミュニ
ケーションズ

2016.5

内田 悟 築地御厨（2005） ニッポンの地方野菜 内田 悟／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2017.8

内沼晋太郎 本屋Ｂ＆Ｂ（2012） 本の逆襲 内沼晋太郎／著 朝日出版社 2013.12

内山　力 エム・シー・システム
研究所（1994）

その場しのぎの会社が、なぜ変わったのか
企業変革のビジョン

内山　力／著 ＰＨＰ研究所 2015.9

え 江崎利一 江崎グリコ（1929） 江崎利一
菓子産業に新しい地平を拓いた天性のマーケター

宮本又郎／著 ＰＨＰ研究所 2018.1

江副浩正 リクルート（1960） 江副浩正 馬場マコト／著 日経ＢＰ社 2017.1

遠藤ちひろ
早稲田ルースター
（2002）

市議会議員に転職しました。
ビジネスマンが地方政治を変える

伊藤大貴／著 小学館 2014.6

お 大石哲之 ノマド研究所（2013）
普通のサラリーマンのための
グローバル転職ガイド

大石哲之／著 東洋経済新報社 2013.5

大岩俊之 ロールジョブ 格差社会を生き延びる“読書”という最強の武器 大岩俊之／著 アルファポリス 2016.9

大江 英樹 オフィス・リベルタス
（2012）

定年男子定年女子
４５歳から始める「金持ち老後」入門！

大江英樹／著 日経ＢＰ社 2017.2

大須賀祐 インポートプレナー
輸出ビジネスの始め方・儲け方
初めてでもよくわかる

大須賀祐／著 日本実業出版社 2014.3

太田哲雄 ＮＡＴＩＶＯ（2017） アマゾンの料理人
世界一の“美味しい”を探して僕が行き着いた場所

太田哲雄／著 講談社 2018.1

太田英基 オーシャナイズ
（2005）

僕らはまだ、世界を１ミリも知らない 太田英基／著 いろは出版 2014.8
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大竹啓裕
グロービート・ジャパン
[ラーメン花月嵐]
（1994）

ストックビジネスの教科書　プロフェッショナル 大竹啓裕／著 ポプラ社 2016.11

大塚雄介 コインチェック（2012） いまさら聞けないビットコインとブロックチェーン 大塚雄介／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017.3

大津たまみ アクションパワー
（2006）

「汚れ予防」のコツと裏ワザ 大津たまみ／著 青春出版社 2015.1

大橋鎭子 暮しの手帖社（1946） すてきなあなたに　６巻 大橋鎭子／編著 暮しの手帖社 2014.12

大前研一
ビジネス・ブレークス
ルー（1998）

個人が企業を強くする
「エクセレント・パーソン」になるための働き方

大前研一／著 小学館 2018.2

大松孝弘 デコム（2004）
「欲しい」の本質
人を動かす隠れた心理「インサイト」の見つけ方

大松孝弘／著 宣伝会議 2017.12

岡田斗司夫 ガイナックス（1984）
スター・ウォーズに学ぶ「国家・正義・民主主義」
岡田斗司夫の空想政治教室

岡田斗司夫／著 ＳＢクリエイティブ 2016.9

岡田正樹
編集会社エディト
（1990）

２０代の部下とうまくいかないのはなぜか？
ネット世代を育てるコミュニケーション術

岡田正樹／著 ポプラ社 2017.9

小川和也 グランドデザイン
（2014）

デジタルは人間を奪うのか 小川和也／著 講談社 2014.9

奥田浩美
ウィズグループ
（2001）

会社を辞めないという選択
会社員として戦略的に生きていく

奥田浩美／著 日経ＢＰ社 2015.2

小澤良介 リグナ(2003) なぜデンマーク人は初任給でイスを買うのか？
人生を好転させる「空間」の活かし方

小澤良介／著 きずな出版 2015.12

小田玄紀 ビットポイントジャパン
（2016）

１時間でわかるビットコイン投資入門
誰でもできる超シンプル投資法

小田玄紀／著 ｍａｓｔｅｒｐｅａｃｅ 2017.5

鬼丸昌也
特定非営利活動法人
テラ・ルネッサンス
（2001）

平和をつくるを仕事にする 鬼丸昌也／著 筑摩書房 2018.3

か 賀来 泉
日本防犯システム
（2001） 社会を変える防犯カメラ 賀来 泉／著

幻冬舎メディアコ
ンサルティング

20174.3

片桐実央 銀座セカンドライフ
（2008）

片桐実央の実践！ゆる起業
シニア起業の成功書

片桐実央／著 同友館 2014.5

加藤清司 イスラテック（2009） スタートアップ大国イスラエルの秘密
アップル、グーグルが欲しがるイノベーション力

加藤清司／著 洋泉社 2017.2

加藤昌樹 トップゲート（2006） Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄを使い倒せ！
ゲームチェンジ時代の企業改革

加藤昌樹／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティン

2017.10

金川千尋 シンテック社（1973） 常在戦場　金川千尋１００の実践録 金川千尋／著 宝島社 2018.3

金子登志雄 アクモス（1991） 親子兄弟会社の組織再編の実務　第２版 金子登志雄／著 中央経済社 2014.7

金澤悦子 キャリアデザインセン
ター（1993）

 「働くママ」の仕事術
自分らしいキャリアも幸せも手に入れる！

金澤悦子／著 かんき出版 2015.1

唐木順三 筑摩書房（1940） 唐木順三　あめつちとともに 澤村修治／著 ミネルヴァ書房 2017.6

川井隆史 Ｔ＆Ａマネージメント 「すぐ成長する」仕事術
外資系エリートが実践する

川井隆史／著 日本実業出版社 2014.9

菅野健一
リスクモンスター
（2000） 起業ナビゲーター 菅野健一／著 東洋経済新報社 2016.12

き 橘川幸夫
デジタルメディア研究
所（1996） ロッキング・オンの時代 橘川幸夫／著 晶文社 2016.11

サイトビジット（2013） 弁護士の仕事図鑑 鬼頭政人／編 中央経済社 2017.12

資格スクエア（2013） 結局、ひとりで勉強する人が合格する
開成→東大文１→弁護士が教える超独学術

鬼頭政人／著 幻冬舎 2016.8

鬼頭政人
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く 工藤 啓
認定特定非営利活動
法人 育て上げネット
（2003）

無業社会　働くことができない若者たちの未来 工藤 啓／著 朝日新聞出版 2014.6

久野綾子 久野綾子税理士事務
所

相続貧乏になりたくなければ親子でこまめに贈与
しましょう
税金ゼロで１００％お金を残す贈与のルール

久野綾子／著
アチーブメント出
版

2014.10

窪山哲雄 ザ・パーク グレイス・
ホテルズ（1998）

伝説のホテルマンが教える大人のためのホテル
の使い方

窪山哲雄／著 ＳＢクリエイティブ 2016.7

黒木貞彦
税理士法人 黒木会
計（1970） 老後を自活する贈与のしかた　両親へのアドバイス 黒木貞彦／著 中央経済社 2014.6

桑田ミサオ 笹餅屋
おかげさまで、注文の多い笹餅屋です
笹採りも製粉もこしあんも。年５万個をひとりで作る
９０歳の人生

桑田ミサオ／著 小学館 2018.1

け 見城 徹 幻冬舎（1993） 読書という荒野 見城 徹／著 幻冬舎 2018.6

こ 河野順一
東京法令学院
（1979） 株式会社をつくるならこの１冊　第８版 河野順一／著 自由国民社 2016.7

小島希世子　えと菜園 ホームレス農園　命をつなぐ「農」を作る！
若き女性起業家の挑戦

小島希世子／著 河出書房新社 2014.10

小竹めぐみ
小笠原 舞

こどもみらい探究社
（2013）

いい親よりも大切なこと
子どものために“しなくていいこと”こんなにあった！

小竹めぐみ／著 新潮社 2016.12

小林一三
阪急阪神ホールディ
ングス（1907） 小林一三　都市型第三次産業の先駆的創造者 老川慶喜／著 ＰＨＰ研究所 2017.3

駒崎弘樹 フローレンス（2004）
社会を変えたい人のためのソーシャルビジネス入
門

駒崎弘樹／著 ＰＨＰ研究所 2016.1

小室淑恵 ワーク・ライフバランス
（2006）

子育てがプラスを生む「逆転」仕事術
産休・復帰・両立、すべてが不安なあなたへ

小室淑恵／著 朝日新聞出版 2014.1

さ 斉藤 淳
J Institut　 [J PREP
斉藤塾]（2012）

１０歳から身につく問い、考え、表現する力
ぼくがイェール大で学び、教えたいこと

斉藤 淳／著 ＮＨＫ出版 2014.7

坂井和広 レボネット（2006）
小さな会社のＷｅｂ担当者・ネットショップ運営者
のためのＷｅｂサイトのつくり方・運営のしかた
売上・集客が１．５倍ＵＰするプロの技１０１

坂井和広／著 ソーテック社 2017.8

酒井 穣 steekstok(2017) はじめての課長の教科書　新版 酒井 穣／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2014.3

堺 利彦 売文社（1910） パンとペン　社会主義者・堺利彦と「売文社」の闘い 黒岩比佐子／著 講談社 2013.10

榊原健太郎
サムライインキュベー
ト（2008）

２０代の起業論
成功するアイデアとリーダーシップのつくり方

榊原健太郎／著 ダイヤモンド社 2013.8

坂野惇子 ファミリア（1950） ファミリア創業者坂野惇子
「皇室御用達」をつくった主婦のソーレツ人生

中野 明／著 中央公論新社 2016.9

桜井なおみ キャンサー・ソリュー
ションズ（2007）

あのひとががんになったら
「通院治療」時代のつながり方

桜井なおみ／著 中央公論新社 2018.3

櫻田 厚 モスフードサービス
（1972）

いい仕事をしたいなら、家族を巻き込みなさい！ 櫻田 厚／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.12

佐藤航陽 メタップス（2007） お金２．０　新しい経済のルールと生き方 佐藤航陽／著 幻冬舎 2017.1

佐藤英和 こぐま社（1966） 絵本に魅せられて 佐藤英和／著 こぐま社 2016.3
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創業者 社名（創業年） タイトル 著者など 発行者 発行年

佐藤康行
サン・チャレンジ　[ス
テーキのくいしんぼ]
（1980）

過去は自由に変えられる　マジックミラーの法則 佐藤康行／著 アプレ 2015.9

佐渡島庸平 コルク（2012） ぼくらの仮説が世界をつくる 佐渡島庸平／著 ダイヤモンド社 2015.1

佐野章二 ビッグイシュー日本
（2003）

社会を変える仕事をしよう
ビッグイシュー１０年続けてわかった大事なこと

佐野章二／著 日本実業出版社 2013.7

沢渡あまね あまねキャリア工房
（2014）

職場の問題地図
「で、どこから変える？」残業だらけ・休めない働き方

沢渡あまね／著 技術評論社 2016.10

し 篠原由子 ライフキッチン(2014) バスボムレシピ　カラフル！シュワシュワ！ 篠原由子／著 河出書房新社 2015.12

島田潤一郎 夏葉社（2009） あしたから出版社 島田潤一郎／著 晶文社 2014.6

清水達夫
マガジンハウス
（1945）

雑誌の王様
評伝・清水達夫と平凡出版とマガジンハウス

塩澤幸登／著 茉莉花社 2013.6

渋沢栄一 渋沢栄一　日本近代の扉を開いた財界リーダー 宮本又郎／編著 ＰＨＰ研究所 2016.1

紫牟田伸子 紫牟田伸子事務所
(2011)

日本のシビックエコノミー
私たちが小さな経済を生み出す方法

紫牟田伸子／編
フィルムアート社／編

フィルムアート社 2016.2

上東丙唆祥 開祥（2000） 親の家をどう片づける
本当に残すべきものと後悔しない整理法

上東丙唆祥／著 実業之日本社 2014.5

白井昇 和泉園（1972） 必携寺院の作庭全書
庭師のトップが直伝する

白井昇／著 興山舎 2013.4

す 巣籠悠輔 Gunosy（2012） 詳解ディープラーニング
ＴｅｎｓｏｒＦｌｏｗ・Ｋｅｒａｓによる時系列データ処理

巣籠悠輔／著 マイナビ出版 2017.5

鈴木慶太 Kaien（2009） 発達障害の子のためのハローワーク

鈴木慶太／監修
飯島さなえ／監修
ＴＥＥＮＳ執筆チーム／
編著

合同出版 2017.7

売る力　心をつかむ仕事術 鈴木敏文／著 文藝春秋 2013.10

挑戦我がロマン 鈴木敏文／著
日本経済新聞
出版社

2014.1

砂古　玉緒 ブリティッシュプディン
グ（2004）

英国の郷土菓子
お茶を楽しむ「ブリティッシュプディング」のレシピブック

砂古玉緒／著 講談社 2017.10

住谷栄之資
KCJ GROUP　[キッザ
ニア]（2004）

キッザニア流！体験のすすめ
子どもがやる気になる３１のヒント

住谷栄之資／著 ポプラ社 2014.2

そ 曽我 弘 Ｓｐｒｕｃｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ
ｇｉｅｓ（1996）

シリコンバレー流起業入門
投資を引き出すためのビジネスプラン作成ガイド　新版

曽我 弘／著 同友館 2013.9

十川正明 明光電子（1979）
社訓「会社を大きくしない」
我が社に競合は存在しない

十川正明／著
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

2015.10

孫 正義 ソフトバンクグループ
（1982）

孫正義３００年王国への野望 杉本貴司／著
日本経済新聞
出版社

2017.6

た 高城幸司 セレブレイン（2000） 社内政治の教科書　「課長」から始める 高城幸司／著 ダイヤモンド社 2014.10

高木俊介
高木彬子

アンデルセン（1948）
アンデルセン物語
食卓に志を運ぶ「パン屋」の誇り

一志治夫／著 新潮社 2013.7

髙田 明 ジャパネットたかた
（1986）

伝えることから始めよう 髙田 明／著 東洋経済新報社 2017.1

鈴木敏文
セブンイレブン・ジャパ
ン （1973）
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創業者 社名（創業年） タイトル 著者など 発行者 発行年

高藤恭胤 フリーダム（2001） 病気がよくなる！若返る！奇跡の水素革命 高藤恭胤／著 幻冬舎 2014.5

高橋祥子 ジーンクエスト（2013） ゲノム解析は「私」の世界をどう変えるのか？
生命科学のテクノロジーによって生まれうる未来

高橋祥子／著
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

2017.9

滝岡幸子
ポテンシャル経営研
究所（2002） 女子のひとり起業　マイペースで働く！ 滝岡幸子／著 同文舘出版 2015.11

竹田陽一
ランチェスター経営
（1982）

小さな会社の稼ぐ技術
竹田式ランチェスター経営「弱者の戦略」の徹底活用
法

栢野克己／著
竹田陽一／監修

日経ＢＰ社 2016.12

ウイスキーと私 竹鶴政孝／著 ＮＨＫ出版 2014.8

マッサンとリタ　ジャパニーズ・ウイスキーの誕生
オリーヴ・チェックラン
ド／著
和気洋子／訳

ＮＨＫ出版 2014.8

田坂広志
社会起業家フォーラ
ム（2003） 仕事の技法 田坂広志／著 講談社 2016.1

辰野 勇
モンベルグループ
（1975）

モンベル７つの決断
アウトドアビジネスの舞台裏

辰野 勇／著 山と溪谷社 2014.11

立石美津子
ナーチャーウィズ　[エ
ンピツらんど]（1995）

心と頭がすくすく育つ読み聞かせ
やっていいこと・やってはいけないこと

立石美津子／著 あさ出版 2013.10

立入勝義 スマイルメディア
（2008）

ＡＤＨＤでよかった 立入勝義／著 新潮社 2017.1

田中和雄 童話屋（1976） 自分におどろく
たなかかずお／文
あべ弘士／絵

童話屋 2017.7

田中 仁 ジンズ（1988） 振り切る勇気　メガネを変えるＪＩＮＳの挑戦 田中 仁／著 日経ＢＰ社 2014.5

谷　隆一 タウン通信（2011）
議会は踊る、されど進む　民主主義の崩壊と再
生

谷 隆一／著 ころから 2015.3

丹 道夫
ダイタンホールディン
グス　[名代富士そば]
（1972）

「富士そば」は、なぜアルバイトにボーナスを出す
のか

丹 道夫／著 集英社 2017.11

つ 辻 庸介 マネーフォワード
（2012）

ＦｉｎＴｅｃｈ入門
テクノロジーが推進する「ユーザー第一主義」の金融革
命

辻 庸介／著 日経ＢＰ社 2016.4

筒井 恵 リンク・サポート
（1997）

再起を目指す経営者に贈る会社の正しい終わら
せ方

筒井 恵／著
日経ＢＰコンサル
ティング

2014.8

堤 清二 セゾングループ
（1971）

堤清二　罪と業　最後の「告白」 児玉 博／著 文藝春秋 2016.7

坪内知佳 ＧＨＩＢＬＩ（2010）
荒くれ漁師をたばねる力
ド素人だった２４歳の専業主婦が業界に革命を起こした
話

坪内知佳／著 朝日新聞出版 2017.9

坪田信貴 坪田塾(2007)
学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶
應大学に現役合格した話

坪田信貴／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2013.12

て 出口治明 ライフネット生命保険
（2006）

教養は児童書で学べ 出口治明／著 光文社 2017.8

寺尾 玄 バルミューダ（2003） 行こう、どこにもなかった方法で 寺尾 玄／著 新潮社 2017.4

と 戸田充広
一般社団法人　全日
本趣味起業協会
（2002）

副業図鑑
稼げる！自分に合った副業が必ず見つかる！

戸田充広／著 総合法令出版 2017.11

冨山和彦 経営共創基盤
（2017）

ＡＩ経営で会社は甦る 冨山和彦／著 文藝春秋 2017.3

竹鶴政孝 ニッカウヰスキー
（1934）
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創業者 社名（創業年） タイトル 著者など 発行者 発行年

琥珀の夢　小説鳥井信治郎　上 伊集院 静／著 集英社 2017.10

琥珀の夢　小説鳥井信治郎　下 伊集院 静／著 集英社 2017.10

な 仲 暁子
ウォンテッドリー
（2010） ミレニアル起業家の新モノづくり 仲 暁子／著 光文社 2017.9

中内 功 ダイエー（1957） 闘う商人中内功　ダイエーは何を目指したのか 小榑雅章／著 岩波書店 2018.4

中嶋政雄
中嶋有美

なかしま税務労務事
務所

美容室開業の教科書
開業とお金の不安が無くなる

中嶋政雄／著 同友館 2017.9

永守重信 日本電産（1973）
日本電産永守重信が社員に言い続けた仕事の
勝ち方

田村賢司／著 日経ＢＰ社 2017.11

メガ！　巨大技術の現場へ、ゴー 成毛眞／著 新潮社 2015.2

面白い本 成毛眞／著 岩波書店 2013.1

南場智子
ディー・エヌ・エー
（1999） 不格好経営　チームＤｅＮＡの挑戦 南場智子／著

日本経済新聞
出版社

2013.6

に 西内 啓
データビークル
（2014） 統計学が最強の学問である 西内 啓／著 ダイヤモンド社 2013.1

西村久蔵 西村食品工業
（1929）

愛の鬼才　西村久蔵の歩んだ道 三浦綾子／著 小学館 2015.9

西村泰重
ジュピターテレコム
[J:COM]（1995） Ｊ：ＣＯＭ創業記　商社マン、ケーブルテレビを拓く 西村泰重／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014.8

似鳥昭雄 ニトリ（1967） リーダーが育つ５５の智慧 似鳥昭雄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2018.4

は 袴田武史 ｉｓｐａｃｅ（2010） ＨＡＫＵＴＯ、月面を走れ
日本人宇宙起業家の挑戦

袴田武史／著 祥伝社 2016.4

橋本大也
データセクション
（2000）

データサイエンティスト
データ分析で会社を動かす知的仕事人

橋本大也／著
ソフトバンククリエ
イティブ

2013.8

長谷川博和
グローバルベンチャー
キャピタル（1996） ベンチャー経営論 長谷川博和／著 東洋経済新報社 2018.2

ひ 東 園絵 ウナギトラベル(2010) お客さまはぬいぐるみ
夢を届けるウナギトラベル物語

東 園絵／著 飛鳥新社 2014.10

広岡浅子 維新経済のヒロイン広岡浅子の「九転十起」
大阪財界を築き上げた男五代友厚との数奇な運命

原口 泉／著 海竜社 2015.9

広瀬元義 アックスコンサルティ
ング（1988）

「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

ふ 藤井孝一 アンテレクト（2006） 読書は「アウトプット」が９９％ 藤井孝一／著 三笠書房 2014.1

藤岡千穂子  シズル（2005）
飲食店を開店・開業する前に読む本
ゼロから始める繁盛店づくり

藤岡千穂子／著 同文舘出版 2016.8

藤木俊明
ガーデンシティ・プラン
ニング

企画書のツボとコツがよ～くわかる本
ポケット図解

藤木俊明／著 秀和システム 2016.3

藤沢久美 社会起業家フォーラ
ム（2003）

なぜ、川崎モデルは成功したのか？
中小企業支援にイノベーションを起こした川崎市役所

藤沢久美／著 実業之日本社 2014.4

藤田 晋
サイバーエージェント
（1998） 起業家 藤田 晋／著 幻冬舎 2013.4

藤野英人
レオス・キャピタルワー
クス（2003） 投資家が「お金」よりも大切にしていること 藤野英人／著 星海社 2013.2

船ケ山 哲 REMSLILA（2013） 洞察のススメ
「５つの真実」を知ることで、すべての仕事はうまくいく

船ケ山 哲／著 きずな出版 2018.1

古川利彦 ソディック（1971） 創業者が語るソディックの経営
顧客のために歩んだ発明の日々

古川利彦／著 日刊工業新聞社 2018.3

成毛 眞 インスパイア（2000）

鳥井信治郎 サントリーホールディン
グス（1899）
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創業者 社名（創業年） タイトル 著者など 発行者 発行年

古野隆雄 合鴨家族(1978) 農業は脳業である　困ったときもチャンスです 古野隆雄／著 コモンズ 2014.10

ほ ゼロ　なにもない自分に小さなイチを足していく 堀江貴文／著 ダイヤモンド社 2013.10

我が闘争 堀江貴文／著 幻冬舎 2016.1

堀地速男 銚子丸（1977）
志が人と組織を育てる
グルメ回転寿司「銚子丸」が吉田松陰から学んだ理念

堀地速男／著 廣済堂出版 2016.8

定本本田宗一郎伝
飽くなき挑戦大いなる勇気　３訂版

中部 博／著 三樹書房 2017.7

本田宗一郎　夢を追い続けた知的バーバリアン 野中郁次郎／著 ＰＨＰ研究所 2017.6

本間勇輝 ロケーションバリュー
（2005）

３　ＹＥＡＲＳ　復興の現場から、希望と愛を込めて
東北復興新聞／編
本間勇輝／著

Ａ－Ｗｏｒｋｓ 2014.2

ま 慎 泰俊 Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ
（2007）

ルポ児童相談所
一時保護所から考える子ども支援

慎 泰俊／著 筑摩書房 2017.1

前田裕二 SHOWROOM（2015） 人生の勝算 前田裕二／著 幻冬舎 2017.6

増田宗昭
CCCメディアハウス
（1983）

増田のブログ
ＣＣＣの社長が、社員だけに語った言葉

増田宗昭／著
ＣＣＣメディアハ
ウス

2017.4

町田 修
オーグ・うさぎのしっぽ
（1997） 新うさぎの品種大図鑑

町田 修／著
井川俊彦／写真

誠文堂新光社 2014.10

松居 直 福音館書店（1952） 松居直と『こどものとも』　創刊号から１４９号まで 松居 直／著 ミネルヴァ書房 2013.7

松尾昭仁
ネクストサービス
（2003）

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

松岡祥一 サンエイ（2014） 資金ゼロ知識ゼロからの自販機ビジネス 松岡祥一／著 ポプラ社 2016.8

松下幸之助 パナソニック（1918） 松下幸之助　理念を語り続けた戦略的経営者 加護野忠男／編著 ＰＨＰ研究所 2016.1

松島 聡 シーオス（2000） ＵＸの時代　ＩｏＴとシェアリングは産業をどう変えるのか 松島 聡／著 英治出版 2016.12

松本 祐 近代ホーム(1982) 百年健康住宅　外断熱を超える！！ 松本 祐／著 エール出版社 2016.1

丸山健太郎 丸山珈琲（1991） 珈琲完全バイブル 丸山健太郎／監修 ナツメ社 2014.11

み 三木谷浩史 楽天（1997） 問題児　三木谷浩史の育ち方 山川健一／著 幻冬舎 2018.2

水野俊哉 カシオペア出版
（2015）

明日使える世界のビジネス書をあらすじで読む 水野俊哉／著 ＴＯブックス 2014.

宮川孝文
未来創造技術研究所
（2015）

工場自動化のすすめ
本当に必要なものを見極める！産業用ロボット導入法

宮川孝文／著 日刊工業新聞社 2018.3

宮田 昇 日本ユニ・エージェン
シー（1967）

昭和の翻訳出版事件簿 宮田 昇／著 創元社 2017.8

宮原 巍 ヒマラヤ観光開発
（1969）

ヒマラヤのドン・キホーテ
ネパール人になった日本人・宮原巍の挑戦

根深 誠／著 中央公論新社 2015.10

も 森川夢佑斗
アルタアップス
（2016） ブロックチェーン入門 森川夢佑斗／著 ベストセラーズ 2017.5

森田正康 ヒトメディア（2006）
外国人から日本についてよく聞かれる質問２００
外国人観光客からはよく聞かれるのに日本人には想定
外の質問あれこれ

森田正康／著
クロスメディア・ラ
ンゲージ

2018.2

や 矢島里佳 和える（2011） 和える　伝統産業を子どもにつなぐ２５歳女性起業家 矢島里佳／著 早川書房 2014.7

安田隆夫 ドンキホーテホール
ディングス（1980）

安売り王一代　私の「ドン・キホーテ」人生 安田隆夫／著 文藝春秋 2015.11

堀江貴文 LDH （1997）

本田宗一郎
本田技研工業
（1948）
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創業者 社名（創業年） タイトル 著者など 発行者 発行年

安浪京子 アートオブエデュケー
ション（2011）

中学受験６年生からの大逆転メソッド
２０１９年入試版　最少のコストで合格をつかむ６０の秘
策

安浪京子／著 文藝春秋 2018.4

山川阿倫
住商ブランドマネジメ
ント[フェイラー]
（1970）

日本人になったユダヤ人
「フェイラー」ブランド創業者の哲学

大江 舜／著 アートデイズ 2017.11

山川和子
住商ブランドマネジメ
ント[フェイラー]
（1970）

インタンジブルが会社を変える　無形の力 山川和子／著 ＰＨＰ研究所 2013.2

山口絵理子 マザーハウス（2006）
輝ける場所を探して
裸でも生きる　３

山口絵理子／著 講談社 2016.1

山口勉
ヤマグチ[でんかのヤ
マグチ]（1965）

「脱・値引き」営業
小さな町の電器屋さんが２０年連続黒字の秘密

山口勉／著 日経ＢＰ社 2016.5

山﨑俊明 タレントアンドアセスメ
ント（2014）

ＡＩ面接＃採用 山﨑俊明／著 東京堂出版 2017.11

山下太郎 富士石油（1958） アラビア太郎 杉森久英／ 講談社 2016.10

山本武司 シンプルハウス
（1982）

中古×リノベーションでつくる世界にひとつだけの
住まい

山本武司／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2013.10

湯木貞一 吉兆（1930） 吉兆味ばなし　新版 湯木貞一／著 暮しの手帖社 2013.5

湯本堅隆 クオリティスタート
（2016）

独習Ｐｙｔｈｏｎ入門　１日でプログラミングに強くなる 湯本堅隆／著 技術評論社 2016.9

よ 吉田菊次郎 ブールミッシュ
（1973）

洋菓子百科事典 吉田菊次郎／著 白水社 2016.5

吉田浩一郎
クラウドワークス
（2011）

クラウドワーキングで稼ぐ！
時間と場所にとらわれない新しい働き方

吉田浩一郎／著
日本経済新聞
出版社

2015.11

吉田博一 エリーパワー（2006） 燃えない電池に挑む！
６９歳からの起業家・吉田博一

竹田 忍／著
日本経済新聞
出版社

2017.1

吉田文紀
シンバイオ製薬
（2005）

人と社会を幸せにする仕事
新薬開発で「空白の治療領域」に挑むバイオベン
チャーの経営

吉田文紀／著
幻冬舎メディアコ
ンサルティング

2014.2

依田誠志 ＬＡ　ＣＨＡＳＳＥ
ジビエ教本
野生鳥獣の狩猟から精肉加工までの解説と調理技法

依田誠志／著 誠文堂新光社 2016.9

米田 肇 Ｈａｊｉｍｅ（2008）
天才シェフの絶対温度
「ＨＡＪＩＭＥ」米田肇の物語

石川拓治／著 幻冬舎 2017.4

米田昌悟 コードキャンプ（2012） プログラミング入門講座
基本と思考法と重要事項がきちんと学べる授業

米田昌悟／著 ＳＢクリエイティブ 2016.10

頼藤太希 Money＆You（2015） 税金を減らしてお金持ちになるすごい！方法
この優遇制度をフル活用しなさい

頼藤太希／著 河出書房新社 2016.8

わ 渡辺秀和
コンコードエグゼクティ
ブグループ（2008）

ビジネスエリートへのキャリア戦略
戦略コンサルタント、外資系エグゼクティブ、起業家が
実践した

渡辺秀和／著 ダイヤモンド社 2014.9

中央図書館では、みなさまの調査研究・問題解決のお手伝いをしています。

お気軽に各階カウンター・電話・Ｅメールにてお問い合わせください。

電話：045(262)0050
Ｅメールレファレンス：http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/library/chosa/referance.html
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