2Fミニ企画展示

展示期間

2021年12月13日-2022年1月14日

就職応援
就職は人生のターニングポイントです。「仕事って何？」「働くとはどういうこと？」など、就活の悩みは尽きません。
2F「就職応援コーナー」には、就活のいろんな場面で役立つ本が揃っています。
さまざまな切り口の本を読んで、就活にどんどん活用してください。
今回の企画展示では、あらたに就職応援コーナーに入る本79冊をまとめて展示します。
なお、資料を整備するにあたって、教育後援会のご支援をいただいております。
書名

請求記号

21世紀最強の職業Web系エンジニアになろう : AI/DX時代を生き抜くためのキャリアガイドブック / 勝又健
太著. -- 実業之日本社, 2020.11.
ジャーナリストの仕事 / 齊藤信宏著. -- 青弓社, 2021.6.

007.35//KA88//3029
070.16//SA25//3028

地方公務員の新しいキャリアデザイン : ワーク、ライフ、コミュニティ、セルフのブレンド / 小紫雅史著. - 実務教育出版, 2021.8.

318.3//KO68//3022

挑戦する法曹たち : 法律家のキャリアマップ / 早稲田大学法務教育研究センター編. -- 成文堂, 2021.3.

327.1//W41//3021

新・弁護士の就職と転職 : キャリアガイダンス72講 / 西田章著. -- 商事法務, 2020.12.

327.14//N81//3020

こんな会社で働きたい / クロスメディアHR総合研究所 [著] ; 健康経営企業編. -- クロスメディア・パブリッ
シング.
こんな会社で働きたい : 企業研究ガイドブック / クロスメディアHR総合研究所 [著] ; SDGs編. -- クロスメ
ディア・パブリッシング.
「社会人になるのが怖い」と思ったら読む会社の超基本 / 神野沙樹著. -- 飛鳥新社, 2021.7.
感染症時代の採用と就職活動 : コロナ禍に企業と就活生はどう適応したか / 江夏幾多郎編著. -- 千倉書房,
2021.6.
ビジネスマナーの解剖図鑑 = The anatomical chart of business manner / 北條久美子著. -- 新しい生活様
式対応版. -- エクスナレッジ, 2021.8.
ビジネススキル図鑑 / 堀公俊著. -- 日経BP日本経済新聞出版本部.

335.21//KU77//3016
335.21//KU77//3017
335.4//KA37//3031
336.42//E57//3039
336.49//H81//3038
336//H87//3037

発達障害の人のための就活ハック : ちょっとしたコツでうまくいく! / 窪貴志, 高橋亜希子, 山本愛子著. -- 翔
泳社, 2021.1.

366.28//KU11//3040

Job Picks : 未来が描ける仕事図鑑 / JobPicks編集部編著. -- ニューズピックス, 2021.4.

366.29//J56//3013

こんな仕事があったのか. -- [マガジンハウス], 2021.5. -- (Magazine House mook).

L366.29//KO75//3042

「仕事」に満足してますか? : あなたの適職・天職・転機がわかるライフデザイン・ワークブック / 水野修
次郎, 長谷川能扶子著. -- 福村出版, 2021.9.
仕事のカタログ : 「なりたい自分」を見つける! : 1600職種適職ナビゲーター ; 2022-23年版. -- 自由国民社,
2021.6. -- (自由国民ガイド版).

366.29//MI96//3036
366.29//SH29//3011

資格取り方選び方全ガイド / 高橋書店編集部編 ; 2023年版. -- 高橋書店, 2021.7.

366.29//TA33//3010

働くことを通して考える共生社会 / 村木厚子著. -- 日本経済評論社, 2021.8. -- (大妻ブックレット ; 5).

366.38//MU45//3043

「働く」ことについての本当に大切なこと / 古野庸一著. -- 白桃書房, 2019.3.

366//F93//3030

ジソウのお仕事 : 50の物語で考える子ども虐待と児童相談所 / 青山さくら, 川松亮著. -- データ改訂版. -フェミックス, 2021.3.
比較教育学のアカデミック・キャリア : 若手研究者必携 : 比較教育学を学ぶ人の多様な生き方・働き方 / 森
下稔, 鴨川明子, 市川桂編著. -- 東信堂, 2021.3.
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369.43//A58//3024
373.1//MO65//3035

書名

請求記号

これから教壇に立つあなたに伝えたいこと / 樋口万太郎著. -- 東洋館出版社, 2021.5.

374.3//H56//3044

センセイの「仕事」入門130 : 学級&授業だけじゃない! / 山本純人著. -- 明治図書出版, 2021.9.

374.35//Y31//3023

職業人生はじめの一歩 : 生きがいとキャリアを考えるワークブック / 越田年彦著. -- 清水書院, 2020.10.

375.6//KO84//3033

大学生のための教科書 / 大学生のための教科書編集委員会編著. -- 東京書籍, 2021.4.

377.9//D16//3032

自立へのキャリアデザイン : 地域で働く人になりたいみなさんへ / 旦まゆみ著. -- 第2版. -- ナカニシヤ出
版, 2021.9.

377.9//D35//3034

業界と職種がわかる本 : 自分に合った業界・職種をみつけよう! / 岸健二編 ; '23年版. -- 成美堂出版, 2021.6. 377.9//KI56//3007
就活マナー : 要点マスター! / 美土路雅子著 ; ['23]. -- マイナビ出版, [2021.5].
理系学生必見!!日刊工業新聞社が推薦する入社したくなる会社60社 / 日刊工業新聞特別取材班編. -- 日刊工
業新聞社, 2021.2.
社会人になるためのキャリア情報リテラシー : 社会人の心得・スキル、就職活動、ライフプラン : やさしく
わかる / 柴岡信一郎監著 ; 岩田諭 [ほか] 共著. -- 技術評論社, 2021.3.
就活のための「四季報」活用法 : 大事なことはすべて四季報に書いてある! / 田宮寛之著. -- 三修社,
2021.11.

377.9//MI14//3008
377.9//N73//3014
377.9//SH17//3041
377.9//TA81//3045

就職四季報総合版 / 東洋経済新報社編 ; 2022年版. -- 東洋経済新報社, 2020.12.

377.9//TO86//3009

栄養士のためのライフデザインブック / 影山なお子編. -- 医歯薬出版, 2020.10.

498.14//KA18//3018

ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 / イノウ編著. -- 改訂新版. -- 技術評論社, 2021.10.

509.21//I55//3012

土木の仕事ガイドブック : 日常をつくるプロフェッショナル / 柴田久編著. -- 学芸出版社, 2021.6.

510.9//SH18//3026

建築家になりたい君へ / 隈研吾著. -- 河出書房新社, 2021.2. -- (14歳の世渡り術).

520.7//KU31//3027

日経業界地図 / 日本経済新聞社編 ; 2022年版. -- 日経BP日本経済新聞出版本部.

602.1//N71//3005

2027日本を変えるすごい会社 : リニア開通--そして、その先へ / 田宮寛之著. -- 自由国民社, 2021.9.

602.1//TA81//3015

会社四季報業界地図 / 東洋経済新報社編 ; 2022年版. -- 東洋経済新報社, 2021.9.

602.1//TO86//3006

フードコーディネーターの仕事 : 「食」のプロフェッショナルを目指す / 久保木薫編著. -- 中央経済社.

673.97//KU13//3019

文芸ピープル : 「好き」を仕事にする人々 / 辛島デイヴィッド著. -- 講談社, 2021.3.

910.264//KA62//3025

◆なるにはBooks

書名

請求記号

検察官になるには / 飯島一孝著 ; 最高検察庁協力. -- ぺりかん社, 2020.5. -- (なるにはBooks ; 130).

327.13//I29//2974

青年海外協力隊員になるには / 益田美樹著. -- ぺりかん社, 2020.12. -- (なるにはBooks ; 51).

333.8//MA66//2968

会社で働く : 製品開発ストーリーから職種を学ぶ! / 松井大助著. -- ぺりかん社, 2021.5. -- (なるにはBooks ;
別巻).
社会福祉士・精神保健福祉士になるには / 田中英樹, 菱沼幹男編著. -- ぺりかん社, 2021.6. -- (なるには
Books ; 61).

366.29//MA77//2975
369.17//TA84//2970

小学校教諭になるには / 森川輝紀, 山田恵吾編著. -- ぺりかん社, 2021.3. -- (なるにはBooks ; 29).

374.3//MO51//2971

自衛官になるには / 岡田真理著. -- ぺりかん社, 2020.12. -- (なるにはBooks ; 114).

392.1076//O38//2967
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書名

請求記号

弁理士になるには / 藤井久子著. -- 改訂版. -- ぺりかん社, 2021.4. -- (なるにはBooks ; 40).

507.29//F57//2969

環境専門家になるには / 小熊みどり著. -- ぺりかん社, 2021.6. -- (なるにはBooks ; 37).

519//O26//2972

アプリケーションエンジニアになるには / 小杉眞紀, 吉田真奈, 山田幸彦著. -- ぺりかん社, 2021.6. -- (なる
にはBooks ; 156).

◆図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!

書名

商社のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 / 治良博史著. -- 技術評論社, 2021.1. -- (図解即
戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
証券業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 / 土信田雅之監修. -- 技術評論社, 2021.5. - (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
医薬品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 / 松宮和成著. -- 技術評論社, 2021.6. -(図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
住宅メーカーのしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 / あずた著. -- 技術評論社, 2021.5. -(図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
化粧品業界のしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書 / 廣瀬知砂子著. -- 技術評論社, 2021.9. -- (図
解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
アパレル業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 / たかぎこういち著. -- 技術評論社,
2021.5. -- (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
小売業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 / 中井彰人著. -- 技術評論社, 2021.9. -- (図
解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
人材ビジネスのしくみと仕事がこれ1冊でしっかりわかる教科書 / 黒田真行著. -- 技術評論社, 2021.5. -- (図
解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).
物流業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 / ロジ・ソリューション株式会社著. -- 技
術評論社, 2021.2. -- (図解即戦力 : 豊富な図解と丁寧な解説で、知識0でもわかりやすい!).

◆How-nual図解入門 . 業界研究

694.6//KO89//2973

請求記号
335.4//H34//3004
338.17//SH96//3002
499.09//MA81//2998
520.9//A99//3000
576.7//H72//2996
589.2//TA29//2999
673.7//N34//2997
673.93//KU72//3001
675.4//R62//3003

請求記号

書名

最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 中野明著. - 第4版. -- 秀和システム, 2021.5. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新銀行業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 平木恭一著. -第6版. -- 秀和システム, 2021.6. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新保育サービス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 大嶽広
展著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2021.3. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新福祉ビジネスの動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 大坪信喜著. - 秀和システム, 2021.2. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新教育ビジネスの動向とカラクリがよーくわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 川上清市
著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2021.2. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新エレクトロニクス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 高
橋潤一郎著. -- 秀和システム, 2021.2. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新半導体業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / センス・アン
ド・フォース著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2021.7. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新化学業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 田島慶三著. -第7版. -- 秀和システム, 2021.2. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新コンビニ業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 平木恭一
著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2020.12. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新広告業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 蔵本賢, 林孝憲, 中
野明著. -- 第5版. -- 秀和システム, 2021.3. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
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007.35//N39//2979
338.21//H64//2978
369.42//O82//2981
369//O87//2985
370//KA94//2986
549.09//TA33//2987
549.8//SE73//2977
570.21//TA26//2984
673.86//H64//2989
674.4//KU53//2982

請求記号

書名
最新通信業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 中野明著. -- 第5
版. -- 秀和システム, 2021.3. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新放送業界の動向とカラクリがよくわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 中野明著. -- 第5
版. -- 秀和システム, 2020.12. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新印刷業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 中村恵二, 榎木
由紀子著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2021.2. -- (How-nual図解入門 . 業界研究 ).
最新映画産業の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 中村恵二, 佐々
木亜希子著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2021.9. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新アニメ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 谷口功, 麻生
はじめ著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2020.12. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).

◆業界大研究

694//N39//2980
699//N39//2990
749.09//N37//2983
778.09//N37//2976
778.77//TA87//2988

書名

請求記号

AI・デジタル業界大研究 : 最新 / AI・デジタル産業研究会著. -- 産学社, 2021.2.

007.35//A24//2995

コンサル業界大研究 / コンコードエグゼクティブグループ, コンサルティングファーム研究会著. -- 新版. -産学社, 2021.6.

336//KO75//2991

最新AI・デジタル教育コンテンツ業界大研究 / 千葉誠一監修. -- 産学社, 2021.4.

370//SA22//2992

鉄鋼業界大研究 : 最新 / 一柳朋紀著. -- 第2版. -- 産学社, 2021.2.

564.09//I17//2994

不動産業界大研究 : 最新 / 伊藤歩著. -- 産学社, 2021.2.

673.99//I89//2993

就職に関する相談窓口はコチラ！
キャリア支援室（杉本キャンパス 高原記念館1階）
利用案内
■ 開室時間

月曜日～金曜日 8:45 - 17:15

■ 設置図書

日経新聞、日経産業新聞、週刊東洋経済、週刊ダイヤモンド、週刊日経ビジネス、帝国データバンク会社
年鑑、会社四季報、就職四季報、SPI対策本、業界地図など 。他にもビジネス書やマナー本など多数あります。
上記時間内であれば自由に閲覧できます。貸出もしています。

■ 個別相談

※現在は、新型コロナウイルス感染症対策のためオンライン面談をしています
原則として平日 9:00 - 17:00 (最終受付時間は16:00) 事前予約制ですが、空いている場合は当日申込みも可能です。
OCU就職支援ナビ（https://www2.kyujin-navi.com/GAKUGAI/00344）
電話またはキャリア支援室窓口で受付けています。

■ 相談内容

就職活動の仕方について、求人相談、業界・企業・職種について、ES/履歴書の添削、面接に関する相談（模擬
面接もできます）、インターンシップに関する相談など。

お問い合わせ先

キャリア支援室

電話：06 - 6605 - 2104

アクセスはコチラ！

キャリア支援室が運営する公式ツイッターがあります! →→→→→→→→
キャリア支援室の利用案内や各種支援、イベント情報等を発信しています。
ぜひ、フォローしてみてください。
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