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1 とことん調べる人だけが夢を実現できる 方喰 正彰／著
サンクチュアリ出
版

2016.5 /002.7/ｶﾀ/ 0111594723

2
情報を捨てる勇気と表現力
情報洪水時代の表現力向上講座

木部 克彦／著 言視舎 2016.6 /002.7/ｷﾍ/ 0111828732

3
情報をさばく技術 膨大な資料を迅速・正確
に処理できる

木山 泰嗣/著 日本実業出版社 2012.10 /002.7/ｷﾔ/ 0111132894

4
図解ライフハッカー式整理のアイデア122
賢い人はなぜいつも机がきれいなのか?

小山 龍介/著 東洋経済新報社 2015.1 /002.7/ｺﾔ/ 0111434122

5
調べるって楽しい!
インターネットに情報源を探す

大串 夏身/著 青弓社 2013.4 /007.58/ｵｵ/ 0111263247

6 スキルアップ!情報検索 基本と実践 中島 玲子／著 日外アソシエーツ 2017.9 /007.58/ｽｷ/ 1108825389

7
はじめての今さら聞けないネット検索
（BASIC MASTER SERIES）

羽石 相／著 秀和システム 2016.3 /007.58/ﾊﾈ/ 0111574765

8
プロの検索テクニック 検索技術者検定2級
公式推奨参考書

原田 智子／編著 樹村房 2018.8 /007.58/ﾊﾗ/ 0111912571

9
検索スキルをみがく 検索技術者検定3級
公式テキスト

原田 智子／編著 樹村房 2018.10 /007.58/ﾊﾗ/ 0111944104

10 図書館が教えてくれた発想法 高田 高史/著 柏書房 2007.12 /015.2/ﾀｶ/ 1104065477

11 図書館のプロが伝える調査のツボ 高田 高史/編著 柏書房 2009.7 /015.2/ﾀｶ/ 1105654683

12
図書館のプロが教える<調べるコツ> 誰でも
使えるレファレンス・サービス事例集

浅野 高史/著 柏書房 2006.9 /015.2/ﾄｼ/ 1103981740

13
ゼロ秒思考 行動編 即断即決、即実行の
トレーニング

赤羽 雄二／著 ダイヤモンド社 2016.1 4H/141.5/ｱｶ/ 1108162783

14
今ない知恵を生み出すしなやかな発想法
メラキ直り（DO BOOKS）

梅澤 伸嘉／著 同文舘出版 2018.6 4H/141.5/ｳﾒ/ 0111888344

15
降りてくる思考法 世界一クレイジーで
クリエイティブな問題解決スキル

江上 隆夫／著 SBクリエイティブ 2016.11 4H/141.5/ｴｶ/ 1108454834

16 図で考える。シンプルになる。 櫻田 潤／著 ダイヤモンド社 2017.10 4H/141.5/ｻｸ/ 0111756421

17
〜東大生が書いた〜問題を解く力を鍛えるケース
問題ノート 50の厳選フレームワークで、どんな難問
もスッキリ「地図化」!

東大ケーススタディ
研究会/著

東洋経済新報社 2010.9 4H/141.5/ﾄｳ/ 0111045509

18
トップクリエイターのアイデア発想法・企画
プレゼン術

嶋 浩一郎/[ほか著] 宣伝会議 2014.4 4H/141.5/ﾄﾂ/ 1107595124

19
100のボツから1のアイデアを生み出す天才
の思考術

ジェイムズ・バナーマン/
著 アルファポリス 2014.3 4H/141.5/ﾊﾅ/ 1107649517

20
誰でもなれるアイデアの天才 人生を変える!
すごい発想法

藤由 達藏／著 ぱる出版 2018.12 4H/141.5/ﾌｼ/ 0111952310

ビジネスプランの磨き方　ブックリスト
平成30年度高知家ビジネスプランコンテストの関連展示として、

企画書の書き方、発想法、マーケティング、情報収集術、効果的なプレゼン方法についての本を集めました。

展示期間：平成31年３月１日～平成31年３月31日
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21
誰でもなれるアイデアの天才 人生を変える!
すごい発想法

藤由 達藏／著 ぱる出版 2018.12 4H/141.5/ﾌｼ/ 0111952310

22
グロービス流ビジネス基礎力10 27歳からの
MBA

グロービス経営大学
院/著

東洋経済新報社 2014.8 /159.4/ｸﾛ/ 1107734962

23 企画は、ひと言。 石田 章洋/著
日本能率協会
マネジメントセンター 2014.6 /336.1/ｲｼ/ 0111374502

24 自分でパパッとできる事業計画書 石井 真人/著 翔泳社 2014.7 /336.1/ｲｼ/ 0111391288

25 企画は、ひと言。 石田 章洋/著
日本能率協会
マネジメントセンター 2014.6 /336.1/ｲｼ/ 1107577197

26
事業計画書は1枚にまとめなさい 公庫の元
融資課長が教える開業資金らくらく攻略法

上野 光夫／著 ダイヤモンド社 2016.4 /336.1/ｳｴ/ 0111590523

27 企画書は10分で書きなさい 上阪 徹／著 方丈社 2018.5 /336.1/ｳｴ/ 1109127876

28 すごい!ビジネスモデル [1] 内田 雅章／著 万来舎 2017.9 /336.1/ｳﾁ/1 1109263416

29 大前研一「ビジネスモデル」の教科書 大前 研一／著 KADOKAWA 2016.7 /336.1/ｵｵ/ 1108338284

30
「それ、根拠あるの?」と言わせないデータ・
統計分析ができる本

柏木 吉基/著 日本実業出版社 2013.5 /336.1/ｶｼ/ 0111270723

31
それちょっと、数字で説明してくれる?と
言われて困らないできる人のデータ・統計術

柏木 吉基／著 SBクリエイティブ 2015.8 /336.1/ｶｼ/ 0111502675

32
チームで考える「アイデア会議」
考具 応用編

加藤 昌治／著
CCCメディアハウ
ス

2017.3 /336.1/ｶﾄ/ 0111686202

33
マンガでやさしくわかる起業のための
事業計画書

兼田 武剛／著
日本能率協会
マネジメントセンター 2016.12 /336.1/ｶﾈ/ 0111660513

34
逆境を「アイデア」に変える企画術
崖っぷちからV字回復するための40の公式

河西 智彦／著 宣伝会議 2017.9 /336.1/ｶﾜ/ 1108829381

35 企業の成長戦略が10時間でわかる本 木嶋 豊／著 あさ出版 2017.1 /336.1/ｷｼ/ 1108553973

36
1時間でわかる意図が伝わるビジネス文書
の作り方 上司も納得!企画書&提案書

木村 幸子／著 技術評論社 2017.9 /336.1/ｷﾑ/ 0111742498

37
ブルー・オーシャン戦略論文集
（Harvard Business Review Press）

W.チャン・キム／著 ダイヤモンド社 2018.1 /336.1/ｷﾑ/ 1108965532

38
アイデアの選び方 アイデアは、つくるより
選ぶのが難しい。

佐藤 達郎/著
阪急コミュニケー
ションズ

2012.11 /336.1/ｻﾄ/ 1107139196

39
図解ビジネスモデル大全
国内外の革新企業の最新事例に学ぶ!!

洋泉社 2017.4 /336.1/ｽｶ/ 0111696160

40
アイデアソン! アイデアを実現する最強の
方法

須藤 順／著 徳間書店 2016.9 /336.1/ｽﾄ/ 0111635837

41 一生仕事で困らない企画のメモ技(テク) 高橋 晋平／著 あさ出版 2018.2 /336.1/ﾀｶ/ 0111796237

42
すぐに1億円 小さな会社のビジネスモデル
超入門

高井 洋子／著 ダイヤモンド社 2018.2 /336.1/ﾀｶ/ 0111796377

43
企画書は、手描き1枚
感動型プランニング術

高橋 宣行／[著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 2018.9 /336.1/ﾀｶ/ 0111927668

44 オリジナルシンキング 想像と創造の磨き方 高橋 宣行／[著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 2018.9 /336.1/ﾀｶ/ 0111927676
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45
高橋宣行の発想筋トレ
クリエイティブ・エンジンの鍛え方

高橋 宣行／著 日本実業出版社 2016.10 /336.1/ﾀｶ/ 1108430727

46 論理思考×PowerPointで企画を作り出す本 田中 耕比古／著 翔泳社 2017.6 /336.1/ﾀﾅ/ 1108699677

47
「事業を創る人」の大研究 人を育て、事業を
創り、未来を築く

田中 聡／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2018.2 /336.1/ﾀﾅ/ 1108947001

48
プロ直伝!成功する事業計画書のつくり方
（マンガでわかる!ビジネスの教科書）

秦 充洋／著 ナツメ社 2015.9 /336.1/ﾊﾀ/ 1107996223

49
ゼロイチ トヨタとソフトバンクで鍛えた
「0」から「1」を生み出す思考法

林 要／著 ダイヤモンド社 2016.5 /336.1/ﾊﾔ/ 1108314004

50
バリュー・プロポジション・デザイン
顧客が欲しがる製品やサービスを創る

アレックス・オスターワル
ダー/著 翔泳社 2015.4 /336.1/ﾊﾘ/ 1107843896

51
トッププランナーのすぐ「出す」技術
企画書・資料作成・プレゼンあらゆるクリエイティブ
が劇的に変わる

挽地 信孝／著
すばる舎リンケー
ジ

2017.12 /336.1/ﾋｷ/ 1108965987

52 ビジネスのアイデアがどんどん出てくる本 日経BP社 2017.5 /336.1/ﾋｼ/ 0111709458

53
ビジネスモデル×仕事術
成功する人は仕組みを借りてくる

細谷 功/著 日本実業出版社 2014.3 /336.1/ﾋｼ/ 1107590984

54
ビジネスモデル・イノベーション
ブレークスルーを起こすフレームワーク10

ラリー・キーリー/著 朝日新聞出版 2014.2 /336.1/ﾋｼ/ 1107758870

55
ビジネスモデル
（カール教授のビジネス集中講義）

平野 敦士カール/著 朝日新聞出版 2015.2 /336.1/ﾋｼ/ 1107842120

56
ふせん1枚から始める『事業計画』
たった1日でできる“戦略シート"のつくり方

日野 真明/著 三恵社 2015.4 /336.1/ﾋﾉ/ 1108016260

57 会議は長いのに、なぜ何も決まらないのか? 別所 栄吾/著
日本経済新聞
出版社

2013.3 /336.1/ﾍﾂ/ 0111262151

58
マンガでわかる事業計画書のつくり方
カラー版

渡辺 政之／監修 西東社 2017.6 /336.1/ﾏﾝ/ 0111709369

59 A3一枚でつくる事業計画の教科書 三浦 太／著 あさ出版 2017.6 /336.1/ﾐｳ/ 0111723418

60
孫社長にたたきこまれたすごい「数値化」仕
事術

三木 雄信／著 PHP研究所 2017.9 /336.1/ﾐｷ/ 1108718733

61
情報調査力のプロフェッショナル
ビジネスの質を高める「調べる力」

上野 佳恵/著 ダイヤモンド社 2009.3 /336.17/ｳｴ/ 0111208416

62
社会人1年目からの「これ調べといて」に
困らない情報収集術

坂口 孝則／[著]
ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン 2016.3 /336.17/ｻｶ/ 0111581788

63
超ロジカル思考 「ひらめき力」を引き出す
発想トレーニング

高野 研一／著
日本経済新聞
出版社

2015.8 /336.2/ﾀｶ/ 1108043959

64 超、思考法 天才の閃きを科学的に起こす
ウィリアム・ダガン／
著

ダイヤモンド社 2017.11 /336.2/ﾀｶ/ 1108902543

65 技術1割のプレゼン プレクラ!標準テキスト 阿部 泰之／編著 中外医学社 2018.6 /336.49/ｱﾍ/ 1109144392

66
図解書く・伝える・フォローするプレゼンの
勝つテクニック

天野 暢子／著 実業之日本社 2015.11 /336.49/ｱﾏ/ 0111536987

67
3秒でOKがもらえる「伝え方」の基本
「プレゼン&資料作成」のプロが明かす!

天野 暢子／著 大和出版 2016.7 /336.49/ｱﾏ/ 0111618231

68 仕事ができる人は「声」が違う! 牛窪 万里子／著 すばる舎リンケージ 2016.11 /336.49/ｳｼ/ 0111658284
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69
思いどおりに人を動かす超一流のすごい
説明

太田 龍樹／著 ナツメ社 2018.10 /336.49/ｵｵ/ 0111917379

70
商談・会議を成功させるビジネスプレゼン必勝法
相手の心をつかむ資料作りとプレゼンのポイント 大平 邦登／著 日経BP社 2016.5 /336.49/ｵｵ/ 1108293109

71
プレゼン以前の発表の技術
あたりまえすぎて誰も教えてくれなかった!!

尾方 僚/著 すばる舎 2011.10 /336.49/ｵｶ/ 0111112753

72
プレゼン資料作成のツボとコツがゼッタイにわかる
本 元外資系コンサル会社のパワポの達人が教え
る!

奥秋 和歌子/著 秀和システム 2015.4 /336.49/ｵｸ/ 0111461839

73
スライドデザインの心理学 一発で決まる
プレゼン資料の作り方

加藤 智也/著 翔泳社 2015.5 /336.49/ｶﾄ/ 0111480493

74
ビジネスと人を動かす驚異のストーリープレゼン
人生・仕事・世界を変えた37人の伝え方

カーマイン・ガロ／
著

日経BP社 2016.11 /336.49/ｶﾛ/ 1108446277

75
一生使えるプレゼン上手の資料作成入門
説得力が劇的アップ

岸 啓介／著 インプレス 2017.3 /336.49/ｷｼ/ 0111686415

76 説明がなくても伝わる図解の教科書 桐山 岳寛／著 かんき出版 2017.6 /336.49/ｷﾘ/ 1108731132

77
これだけは知っておきたい「プレゼンテーション」の
基本と常識 会社では教えてくれないノウハウ! ザ・アール／著 フォレスト出版 2017.3 /336.49/ｺﾚ/ 1108590876

78 シンプル・ビジュアル・プレゼンテーション 桜田 潤/著 ブックウォーカー 2015.4 /336.49/ｻｸ/ 1107842435

79
マイクロソフト伝説マネジャーの世界No.1
プレゼン術

澤 円／著 ダイヤモンド社 2017.8 /336.49/ｻﾜ/ 0111740800

80
ビジネスに効く表情のつくり方
顔は口ほどにモノを言う!

清水 建二／著 イースト・プレス 2017.12 /336.49/ｼﾐ/ 0111771374

81
博報堂で学んだ負けないプレゼン
3ステップで「刺さる」プレゼンができる!

須藤 亮／著 ダイヤモンド社 2018.7 /336.49/ｽﾄ/ 1109139103

82
プレゼン心理術 「見た目」と「しぐさ」で
イエスと言わせる即効テクニック

内藤 誼人/著 日経BP社 2012.7 /336.49/ﾅｲ/ 0111177391

83
新人広告プランナーが入社時に
叩き込まれる「プレゼンテーション」基礎講座

長沢 朋哉/著 日本実業出版社 2015.3 /336.49/ﾅｶ/ 1107892596

84 最強のプレゼン段取り術 西脇 資哲／著 総合法令出版 2017.8 /336.49/ﾆｼ/ 0111731968

85 図解&事例で学ぶプレゼンの教科書 西脇 資哲／著 マイナビ出版 2016.7 /336.49/ﾆｼ/ 1108135201

86
プレゼンのレシピ 仕事に差がつく!欧米式
プレゼンの手順とテクニック

野中 アンディ／著 廣済堂出版 2017.8 /336.49/ﾉﾅ/ 0111735807

87
革命的話し方メソッド
世界のエリートが実践!

野村 絵理奈／著 ポプラ社 2017.3 /336.49/ﾉﾑ/ 0111696127

88
これだけ!プレゼンの本質 選ばれ続けるた
めのダイヤモンド・プレゼンテーション

野村 尚義/著 すばる舎リンケージ 2014.2 /336.49/ﾉﾑ/ 1107629014

89 図解でわかる!伝わるプレゼン 藤原 毅芳／著 秀和システム 2017.10 /336.49/ﾌｼ/ 0111752795

90 プレゼンに役立つデザインの法則50 樋口 泰行/著 玄光社 2015.8 /336.49/ﾌﾚ/ 1107979161

91 社内プレゼンの資料作成術 3分で一発OK! 前田 鎌利／著 ダイヤモンド社 2015.7 /336.49/ﾏｴ/ 1108036219

92 必ずできる!iPadプレゼンテーション 松茂 幹/著 日経BP社 2013.12 /336.49/ﾏﾂ/ 0111322898
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93
孫正義奇跡のプレゼン
人を動かす23の法則

三木 雄信/著
ソフトバンク
クリエイティブ

2011.12 /336.49/ﾐｷ/ 0111122147

94
孫社長のYESを10秒で連発した瞬速プレゼン
大量の仕事を瞬時にさばく最強最速の
コミュニケーションスキル

三木 雄信／著 すばる舎 2017.10 /336.49/ﾐｷ/ 0111756596

95
ゼロからのプレゼンテーション
「ものまね」から達人までの全ステップ

三谷 宏治／著 プレジデント社 2017.9 /336.49/ﾐﾀ/ 0111746752

96 ささる。プレゼン 村山 涼一/著
日本経済新聞
出版社

2013.4 /336.49/ﾑﾗ/ 0111267528

97
右脳プレゼン左脳プレゼン
そのプレゼン、場違いです!

村井 瑞枝/著 朝日新聞出版 2012.8 /336.49/ﾑﾗ/ 1106936147

98
驚異のプレゼン 1本1,000円のビールが
飛ぶように売れる!

森平 茂生/著 PHP研究所 2013.9 /336.49/ﾓﾘ/ 0111295696

99 一瞬で場をつかむ!プレゼン伝え方のルール 森本 曜子／著 同文舘出版 2016.9 /336.49/ﾓﾘ/ 0111633427

100
スピーチプレゼンはまず3秒黙りなさい 人前
で堂々と話せるようになる「伝え方」の技術

森 裕喜子/著 光文社 2015.4 /336.49/ﾓﾘ/ 1107841908

101
スティーブ・ジョブズのプレゼン資料は
なぜスゴイのか? 誰でもできるスティーブ・ジョブズ
の魔法のプレゼン資料作成術!!

山橋 美穂／著 ゴマブックス 2015.8 /336.49/ﾔﾏ/ 0111502683

102
すごい自己紹介
人も仕事もお金も引き寄せる

横川 裕之／著 泰文堂 2016.4 /336.49/ﾖｺ/ 1108264803

103
プレゼン資料劇的改善テクニック
たった1分で「伝わる!」に変える

吉岡 豊／著 秀和システム 2018.10 /336.49/ﾖｼ/ 1109088888

104
世界最高のプレゼン教室
THE ART OF STORYTELLING

ガー・レイノルズ／
著

日経BP社 2016.12 /336.49/ﾚｲ/ 1108470277

105 描いて、見せて、伝えるスゴい!プレゼン ダン・ローム/著 講談社 2015.3 /336.49/ﾛﾑ/ 1107845289

106
心理学的に正しいプレゼン
聴衆を納得させる99のアプローチ

スーザン・
ワインチェンク／著

イースト・プレス 2015.9 /336.49/ﾜｲ/ 1108115393

107 プレゼンテーションの教科書 脇山 真治/著 日経BP社 2015.2 /336.49/ﾜｷ/ 0111449030

108
「速さ」と「質」を両立させるデッドライン資料
作成術

上野 佳恵/[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2015.6 /336.55/ｳｴ/ 0111483891

109
効率よく作れて、パッと伝わる一番シンプル
な資料作成術

奥秋 和歌子／監修 永岡書店 2017.3 /336.55/ｺｳ/ 0111691516

110
世界のトップを10秒で納得させる資料の
法則

三木 雄信/著 東洋経済新報社 2015.5 /336.55/ﾐｷ/ 0111474043

111
一生使える見やすい資料のデザイン入門
プレゼン資料が劇的改善

森重 湧太／著 インプレス 2016.1 /336.55/ﾓﾘ/ 1108165315

112
「伝わる資料」PowerPoint企画書デザイン
極上のビジネス資料術

渡辺 克之／著 ソーテック社 2018.4 /336.55/ﾜﾀ/ 1108997824

113
ビジネスプロセスの教科書 アイデアを
「実行力」に転換する方法

山本 政樹／著 東洋経済新報社 2015.8 /336/ﾔﾏ/ 1108041458

114
最強のプレゼン 5分で聞き手の心を動かす
技術

小峯 隆生／著 飛鳥新社 2017.1 /361.4/ｺﾐ/ 0111672457

115
面白くならない企画はひとつもない
高崎卓馬のクリエイティブ・クリニック

高崎 卓馬／著 宣伝会議 2019.2 /674.6/ﾀｶ/ 1109358471

116 「5秒で伝え、共感させる」YouTube広告術 徳山 亨／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2016.4 /674.6/ﾄｸ/ 0111586470
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117
届くCM、届かないCM 視聴率=GRPに
頼るな、注目量=GAPをねらえ

横山 隆治／著 翔泳社 2017.1 /674.6/ﾄﾄ/ 1108481142

118
100万回シェアされるコピー いますぐ使える
ウェブコピー「4つのルール」

橋口 幸生／著 誠文堂新光社 2017.4 /674.6/ﾊｼ/ 1108680487

119
わかりやすく説明する練習をしよう。 伝え方
を鍛えるコミュニケーションを深める

リー・ラフィーヴァー/
著

講談社 2013.12 /674.6/ﾗﾌ/ 1107502245

120
デジタル時代の基礎知識『リサーチ』 多彩なデータ
から顧客の「すべて」を知る新しいルール 石渡 佑矢／著 翔泳社 2017.12 /675.2/ｲｼ/ 0111774446

121
マーケティング・リサーチの基本
この1冊ですべてわかる

岸川 茂／編著 日本実業出版社 2016.10 /675.2/ｷｼ/ 0111640474

122
アナリストが教えるリサーチの教科書
自分でできる情報収集・分析の基本

高辻 成彦／著 ダイヤモンド社 2017.5 /675.2/ﾀｶ/ 0111714320

123
ザ・ヒント
ヒット商品の誕生秘話大百科

TOブックス編集部/
編

TOブックス 2014.2 /675.3/ｻﾋ/ 0111341370

124 最新マーケティングの教科書 2019
日経クロストレンド／
編

日経BP社 2019.1 /675/ｻｲ/ 0111952018

○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出や返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1
TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


