
 
プレスリリース           令和３年１月 31日 

 

日本政策金融公庫より図書が寄贈されました 

図書の企画展示（ビジネス支援）を実施します 
 

主催 加古川市 教育指導部 中央図書館 

日時 令和３年２月１日（月）から２月 28日（日）まで 

場所 加古川市立中央図書館 閲覧室内 

内容 

この度初めて、日本政策金融公庫より事業承継などに関する図

書を 11冊寄贈いただきました。 

そこで、図書館にて、「ビジネス支援」の企画展示を行います。

事業承継などに関するパンフレットも日本政策金融公庫よりご提

供いただきました。図書の貸し出しは可能ですので、ぜひご利用

ください。 

また、市産業振興課とも連携し関連資料を提供します。 

対象（参加者） 加古川市の図書館をご利用の方（一般向け） 

申込先・方法 直接図書館へお越しください。（貸出無料） 

 

市ホームページ 掲載済み ・ 掲載予定（２月１日） ・ 掲載しない 

広報かこがわ ●月号に掲載 ・ ●月号に掲載予定 ・ 掲載しない  
加古川市立中央図書館 （担当：成川（なりかわ）） 

０７９-４２５-５２００ 
問合先 





 

 

    
加古川市立図書館だより ぶぶっっくくガガーーデデンン連連動動企企画画     ２０２１年２月                                                                                                                                                               
「ビジネス」を考える  

現在は、人口も減少しコロナ禍ともあいまって、ビジネスにとって厳しい時代です。しか

し、以前から続く会社を引き継いだり、ネットショップを開設したり、工夫する余地もあり

そうです。そこで今月は、起業や事業承継など、ビジネスに関する本を紹介します。  
書  名 作 者 出版社 請求記号 書  名 作 者 出版社 請求記号 

実践!50歳からのライフシフト術 大野 誠一 NHK出版 159-ジ 事業承継で生まれ変わる 日本政策金融公庫総合研究所 335.3-ジ 

個人事業を会社にしたい!と思ったらはじめに読む本 上村 大輔 中央経済社 325.2-カ 知識ゼロからの会社の継ぎ方・事業承継入門 真部 敏巳 幻冬舎 335.3-マ 

ドラッカー理論で成功する「ひとり起業」の強化書 天田 幸宏 日本実業出版社 335-ア 「見つめ直す」経営学 日本政策金融公庫総合研究所 335.3-ミ 

地方起業の教科書 中川 直洋 あさ出版 335-ナ 社会起業家スタートブック 百世 瑛衣乎 亜紀書房 335.8-モ 

大人の週末起業 藤井 孝一 ｸﾛｽﾒﾃ゙ ｨｱ･ﾊ゚ ﾌ゙ ﾘｯｼﾝｸ゙  335-フ 多様性で人材格差を乗り越える 日本政策金融公庫総合研究所 336.4-タ 

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 日本経済新聞出版社 335-マ 「複業」のはじめ方 藤木 俊明 同文舘出版 366.2フ 

起業をするならこの 1冊 馬渡 晃 自由国民社 335-マ 地域経済の振興と中小企業 日本政策金融公庫総合研究所 601.1-チ 

起業アイデア 3.0 村田 茂雄 秀和システム 335-ム 雑貨店おやつへようこそ トノイケ ミキ 西日本出版社 673.7-ト 

後継者の仕事 坂本 光司 PHP研究所 335.1-コ 逆風下の訪問・通所介護ビジネス 日本政策金融公庫総合研究所 673.9-ギ 

夢を追いかける起業家たち ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄ他 西村書店 335.1-ユ サービス産業の革命児たち 日本政策金融公庫総合研究所 673.9-サ 

躍動する新規開業企業 深沼 光 日本政策金融公庫総合研究所 335.2-フ 飲食業界成功する店失敗する店 重野 和稔 すばる舎 673.9-シ 

急成長のメカニズム 日本政策金融公庫総合研究所 335.3-キ 選ばれる小さな企業 日本政策金融公庫総合研究所 675-エ 

経営者の引退、廃業、事業承継の研究 日本政策金融公庫総合研究所 335.3-ケ 人口減少時代を生き抜く中小企業 日本政策金融公庫総合研究所 675-ジ 

最新事業承継の対策と進め方がよ〜くわかる本 ﾘﾊ゙ ｼーﾃｨ法律事務所  秀和システム 335.3-ア もし高校野球の女子ﾏﾈｰｼ゙ ｬｰがﾄﾞﾗｯｶー の『イﾉﾍ゙ ｰｼｮﾝと企業家精神』を読んだら 岩崎 夏海 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 Ｆ-イ  日本政策金融公庫より、

図書をご寄贈いただき

ました。 



       
  「ビジネス」を考える  
現在は、人口も減少しコロナ禍ともあいまって、ビジネスにとって厳しい時代です。しかし、

以前から続く会社を引き継いだり、ネットショップを開設したり、工夫する余地もありそうです。

そこで今月は、起業や事業承継など、ビジネスに関する本を紹介します。 
 

・「選ばれる小さな企業」 日本政策金融公庫総合研究所 編 日本政策金融公庫総合研究所 675－エ 

今、中小企業の数が大きく減少しています。また、人々の求めるサービスや商品が多様化し、個人が

インターネットなどで自分に合うものを見つけます。そのような中で選ばれるのはどんな企業でしょうか。 
・「地方起業の教科書」 中川 直洋 著 あさ出版 335－ナ 

コロナ禍もあり、東京でなく地方で働くことが見直されています。地方での起業について、経営の基礎

から事業の実践まで、コピーして使えるワークシートに記入しながら学べる教科書です。 
・「最新 事業承継の対策と進め方がよ〜くわかる本」 ﾘﾊﾞー ｼﾃｨ法律事務所 監修 秀和システム 335.3－サ 

経営を引き継ぐ人がいないため、廃業してしまうお店や企業が増えています。うまく仕事を承継できれ

ば、引き継ぐ方、引き継がれる方の双方にメリットがあります。進め方を研究してみましょう。 
・「雑貨店おやつへようこそ 小さなお店のつくり方つづけ方」 トノイケ ミキ 著 西日本出版社 673.7－ト 
サブタイトルにあるように、著者はオンラインショップから始めた雑貨店を、子育てしながら続けていま

す。お店のファンをつくり新鮮さを失わないことを目指して、おすすめできる商品を売っていきます。 
・「多様性で人材格差を乗り越える」 日本政策金融公庫総合研究所 編 日本政策金融公庫総合研究所 336.4－タ 
人材の獲得競争がおこると、どうしても規模の大きい企業が有利になります。しかし、小所帯の企業で

も、働く人の多様なニーズに応え、働き方を改革することで、すぐれた人材を集めることができます。 
・「ドラッカー理論で成功する「ひとり起業」の強化書」 天田 幸宏 著 日本実業出版社 335－ア 
本書はドラッカーの理論を基に、人に雇われず自分で事業を起こすことを説いています。自分の強み

にそって他人が参入しない小さな市場を狙うなど、一人である身軽さで変化に柔軟に立向かえます。 
 

・「事業承継で生まれ変わる」 日本政策金融公庫総合研究所 編 日本政策金融公庫総合研究所 335.3－ジ 

・「起業アイデア 3.0」 村田 茂雄 著 秀和システム 335－ム 

・「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 335－マ 

・「後継者の仕事」 坂本 光司 監修 PHP研究所 335.1－コ 

・「サービス産業の革命児たち」 日本政策金融公庫総合研究所 編 日本政策金融公庫総合研究所 673.9－サ 

 

 

           

■■ 図書館カレンダー ■■ 
 

★開館時間 月～土曜日： 午前10時～午後8時  日・祝休日： 午前10時～午後6時 

★休 館 日 第２・第４月曜日（祝日のときは翌日が休館）、資料整理期間、年末年始（12/29～1/3） 

   【中  央】                            【加古川】  

２月８日（月）・ 22日(月)                        ２月８日（月）・ 22日(月)  

３月８日（月）・ 22日(月)                   ３月８日（月）・ 22日(月) 

 

■ 加古川市立中央図書館 ■ 

    加古川市平岡町新在家１２２４－７ 

      （TEL）０７９-４２５-５２００ 

      （FAX）０７９-４２５-６６９６ 

■ 加古川市立加古川図書館 ■ 

  加古川市加古川町木村２２６－１ 

      （TEL）０７９-４２２-３４７１ 

      （FAX）０７９-４２５-７０４８ 

（ＵＲＬ）https://www.lics-saas.nexs-service.jp/kakogawa/ 

加古川市立図書館だより 

NO.２１9 -20２1年２月- 



図書館からのお知らせ  
● 施設点検にともなう休館について（市内全館） 
中央図書館の電気設備点検による停電にともない、 
市内４図書館が全て休館になります。 
ご不便をおかけしますが、ご了承のほどお願いいたします。 

 

全館休館日：令和３年２月８日（月）  
● 図書除菌機を設置しました（市内全館） 
紫外線を使って書籍を除菌し、ページの間に風をあてて、はさまったゴミやにおいを取る、 
図書除菌機を設置しました。一度に６冊まで、30秒間で清潔になります。ご活用ください。 
 

● 読書講座（中央図書館）  
■演 題  「道の文化史－東播磨を中心に－」  

■日 時  ３月７日(日) 午後２時～４時  

■場 所  加古川総合文化センター ２階 会議室１  

■内 容  宮本 博 氏（神戸史学会会員）による講演  

■対 象  一般市民 

■定 員  ３０人（先着順）           ■参加費 無料  

■申 込  ２月６日（土）から中央図書館で、電話(425-5200)または窓口にて 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所は、いずれもおはなしのへやです。  
●親子えほんの会（毎月第１土曜日） 
日  時  ２月６日（土） 11：00～11：30 

対  象  ３歳以下の子どもと保護者 

定  員  15人（先着順） 

場  所  集会室 

●おはなし会（毎月第２・３土曜日） 
日  時  ２月13日・20日（土） 11：00～11：30 
対  象  ４歳以上の子ども 

定  員  ７人（先着順） 

場  所  おはなしのへや  

●親子えほんの会（毎月第１金曜日） 
日  時  ２月５日（金） 

① 10：30～10：45 

② 11：00～11：20 

対  象  ① ０歳の子どもと保護者 

② １歳から３歳までの子どもと保護者 

定  員  各６組（当日先着順） 

 
●えほんのじかん（毎月第２・４土曜日） 
日  時  ２月13日・27日（土） 14：00～14：30 

対  象  ３歳以上の子ども 

定  員  15人（先着順） 

●おはなし会（毎月第１・３・５土曜日） 
日  時  ２月６日・20日（土） 14：00～14：30 
対  象  ４歳以上の子ども 

定  員  15人（先着順） 
※新型コロナウィルス感染症の拡大状況により、催しを中止にする場合があります。 


