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【企画書の書き方】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

1
世界一やさしい問題解決の授業
problem solving kids

渡辺 健介/著 ダイヤモンド社 2007.6 T/141.5/ﾜﾀ/ 1107272757

2
経済まるわかり（デキる大人にな
るレシピ）

大江 英樹／著 日経HR 2018.5 /330/ｵｵ/ 0111881633

3
6つの不安がなくなればあなたの
起業は絶対成功する 1万人を指
導してわかった黄金法則

坂本 憲彦／著 実務教育出版 2018.1 /335/ｻｶ/ 1108937614

4
起業家のように考える。 ゼロか
らはじめるビジネス成功の方程
式

田原 総一朗／著 プレジデント社 2016.12 T/335.21/ﾀﾊ/ 1108477876

5
商品ストーリーから学ぶ戦略の
教科書

安部 徹也/著 KADOKAWA 2015.2 /336.1/ｱﾍ/ 0111448581

6
まず、のび太を探そう! 大ヒットを
生み出す逆転発想

川上 昌直/著 翔泳社 2014.5 T/336.1/ｶﾜ/ 0111371759

7
マンガでわかる小宮一慶の見え
ないものが見えてくるビジネス発
想力

小宮 一慶/原作 実業之日本社 2014.3 S/336.1/ｺﾐ/ 1107875856

8
企画書つくり方、見せ方の技術
誰も教えてくれなかった超テク
ニック!（スーパー・ラーニング）

藤村 正宏／著 あさ出版 2020.4 /336.1/ﾌｼ/ 1109780237

9 マンガでわかる企画書の作り方
ポーポー・ポロダクショ
ン/著

日本能率協会マ
ネジメントセンター

2011.2 /336.1/ﾏﾝ/ 1106239179

10
どうすれば、売れるのか? 世界
一かんたんな「売れるコンセプ
ト」の見つけ方

木暮 太一／著 ダイヤモンド社 2017.4 /675/ｺｸ/ 0111701082

11
ヒット商品が教えてくれる人の
「ホンネ」をつかむ技術

並木 裕太/[著] 講談社 2010.10 S/675/ﾅﾐ/ 0111048958

12
コンセプトのつくり方 たとえば商
品開発にも役立つ電通の発想
法

山田 壮夫／著 朝日新聞出版 2016.3 /675.3/ﾔﾏ/ 0111571952

【アイデアの出し方】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

13
いい考えがやってくる! 「手を動
かしてみる」発想法

井上 滋樹／著
日本経済新聞出
版社

2017.6 4H/141.5/ｲﾉ/ 1108710375

14 アイデアはどこからやってくる? 岩井 俊雄/著 河出書房新社 2010.6 T/141.5/ｲﾜ/ 0102935734

15
ズラす!思考 新しいアイデアを生
み出すヒント

宇佐美 清/著 あさ出版 2013.11 /336.1/ｳｻ/ 1107492132

16
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

17
365日ヒットのアイデア ひらめく!
使える!ワクワクする!

ビジネスアイデア総研
／編

青春出版社 2021.2 /336.1/ｻﾝ/ 1111105894

ビジネスプランを描いてみよう
令和4年度高校生ビジネスプラン・グランプリ　プラン作成講座の関連展示として、
アイデアの出し方、企画書の書き方、マーケティング、プレゼン方法、情報収集術についての本を集めました。
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No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

18
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

19
ソーシャルデザイン 社会をつく
るグッドアイデア集（idea ink）

グリーンズ/編 朝日出版社 2012.1 /360/ｿｼ/ 1106651944

20
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

【マーケティング】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

21 小宮一慶の実践!マーケティング 小宮 一慶／著
日本経済新聞出
版社

2019.2 /675/ｺﾐ/ 1109434124

22
マンガ企画室真子のマーケティ
ング入門

佐藤 義典／著 青春出版社 2019.10 B/675/ｻﾄ/ 1109665065

23

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／著 翔泳社 2018.2 /675/ﾊﾔ/ 0111796245

【プレゼン方法】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

24
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

25
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

26
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

【情報収集術】

No． 書名 著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

27 実践自分で調べる技術 宮内 泰介／著 岩波書店 2020.10 S/002.7/ﾐﾔ/ 0112196322

28
日本の環境・人・暮らしがよくわ
かる本

浦野 紘平／共著 オーム社 2019.7 T/302.1/ｳﾗ/ 0112039863

29
人類の未来年表 人口、資源な
ど未来の問題をデータで解き明
かす

ニュートンプレス 2020.7 T/334.3/ｼﾝ/ 1109887289

30 マンガでわかる未来の年表 水上 航／漫画 講談社 2019.10 T/334.31/ﾏﾝ/ 1109608065

31
データから真実を読み解くスキ
ル

松本 健太郎／著 日経BP 2021.2 /350.1/ﾏﾂ/ 0112237797

○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
http://otepia.kochi.jp/library


