展示期間：平成30年12月11日-

２F企画展示

就職応援
就活は、人生のターニングポイントです。
「そもそも仕事とは何なのか？」「働くとはどういうことなのか？」
「今後の人生を豊かにするキャリアデザインをどう描けばいいのか？」など
悩みは尽きないのではないでしょうか？
「就職応援コーナー」には、業界や仕事内容についての本だけではなく、
就活のさまざまな場面で役立つ本がたくさん揃っています。
いろいろ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。
書名等

請求記号

機械学習エンジニアになりたい人のための本 : AIを天職にする / 石井大輔著. -- 翔泳社, 2018.10.

007.13//I75//0615

働き方完全無双 / ひろゆき著. -- 大和書房, 2018.4.

159.4//N84//0546

ポスト平成のキャリア戦略 / 塩野誠, 佐々木紀彦著. -- 幻冬舎, 2017.12. -- (NewsPicks book).

159.4//SH75//0557

社畜上等! : 会社で楽しく生きるには / 常見陽平著. -- 晶文社, 2018.2.

159.4//TS77//0544

女は「政治」に向かないの? / 秋山訓子著. -- 講談社, 2018.5.

312.1//A38//0561

平和をつくるを仕事にする / 鬼丸昌也著. -- 筑摩書房, 2018.3. -- (ちくまプリマー新書 ; 295).

319.8//O66//0552

司法書士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 / 大越一毅著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2018.8. --

327.17//O53//0564

(本当のところどうなの? 本音がわかる!仕事がわかる!).
世界で活躍する仕事100 : 10代からの国際協力キャリアナビ / 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編.

333.8//MI63//0551

-- 東洋経済新報社, 2018.7.
日本発スタートアップの失敗と成功20ストーリー / ケイシー・ウォール [著] ; : 新装版. -- クロスメ

335.04//W14//0549

ディア・パブリッシング. -- (未来をつくる起業家 ; [vol. 1]).
日本発スタートアップの失敗と成功21ストーリー / ケイシー・ウォール [著]. -- クロスメディア・パブ

335.04//W14//0550

リッシング. -- (未来をつくる起業家 ; vol. 2).
「いい会社」ってどんな会社ですか? : 社員の幸せについて語り合おう / 塚越寛著. -- 日経BP社.

335.13//TS53//0542

社長の「まわり」の仕事術 / 上阪徹著. -- インプレス, 2017.11. -- (しごとのわ).

335.13//U47//0575

会社というモンスターが、僕たちを不幸にしているのかもしれない。 / 青野慶久著. -- PHP研究所,

336//A55//0545

2018.3.
ビジネススクールで教えている武器としてのITスキル : MBA×TECHNOVATE / グロービス経営大学院

336//G95//0579

著. -- 東洋経済新報社, 2018.5.
日本一働きたい会社のつくりかた : 社員が夢中になれる企業、ライフルの人事は何をしているのか? =
How to create the best workplace in japan / 羽田幸広著. -- PHP研究所, 2017.4.
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336.4//H11//0555

書名等

請求記号

働き方改革 : 生産性とモチベーションが上がる事例20社 / 小室淑恵著. -- 毎日新聞出版, 2018.3.

336.4//KO69//0554

仕事で必要な「本当のコミュニケーション能力」はどう身につければいいのか? / 安達裕哉著. -- 日本

336.49//A16//0577

実業出版社, 2017.9.
だから、会計業界はおもしろい! : 税理士・会計士・コンサルの未来 / 山田淳一郎編著. -- 中央経済社.

336.97//Y19//0560

ギグ・エコノミー : 人生100年時代を幸せに暮らす最強の働き方 / ダイアン・マルケイ著 ; 門脇弘典訳.

366//MU29//0541

-- 日経BP社.
仕事2.0 : 人生100年時代の変身力 / 佐藤留美著. -- 幻冬舎, 2018.8. -- (NewsPicks book).

366.021//SA85//0556

働くときの法律ウソ?ホント? / 金井正元著. -- 信山社, 2017.8.

366.14//KA44//0576

ブラック企業から身を守る!会社員のための「使える」労働法 / 今野晴貴著. -- イースト・プレス,

366.14//KO75//0578

2018.8.
専門キャリアカウンセラーが教えるこれからの発達障害者「雇用」 : 採用から働き方まで / 木津谷岳

366.28//KI99//0543

著. -- 小学館, 2018.5.
もっとやりたい仕事がある! / 池上彰著・監修. -- 小学館, 2017.7.

366.29//I33//0548

働き方の哲学 : 360度の視点で仕事を考える / 村山昇[著] ; 若田紗希絵. -- ディスカヴァー・トゥエン

L366.94//MU62//0547

ティワン, 2018.3.
ぼくと仕事、ぼくと子ども / 影山大祐著. -- トランスビュー, 2018.2.

367.3//KA18//0553

気づきが導く!成功!キャリアデザイン / 土井隆司著. -- 武蔵野大学出版会, 2018.4.

377.9//D83//0580

世界一わかりやすい業界と職種がわかる&選ぶ本 / イノウ編著 ; '20. -- ソシム, 2016.2-.

377.9//I56//0595

業界と職種がわかる本 : 就活の基本 : 自分に合った業界・職種をみつけよう! / 岸健二編 ; '20年版. -- 成

377.9//KI56//0592

美堂出版, 2003.8-.
業界&職種研究ガイド : 自分に合った仕事は何だろう? / マイナビ編集部編著 ; [2020年度版]. -- マイナ

377.9//MA31//0593

ビ, [2012.6]-. -- (内定獲得のメソッド).
就職四季報 / 東洋経済新報社編 ; 2019年版. -- 東洋経済新報社, 2001.11-.

377.9//TO86//0594

理系女性のライフプラン : あんな生き方・こんな生き方 : 研究・結婚・子育てみんなどうしてる? / 丸

407//MA59//0540

山美帆子, 長濱祐美編. -- メディカル・サイエンス・インターナショナル, 2018.6.
日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む / 日本経済新聞社編 ; 2019年版. -- 日本経済新聞社,

602.1//N71//0590

2004.11-.
会社四季報業界地図 / 東洋経済新報社編 ; 2019年版. -- 東洋経済新報社, 2006.9-.

602.1//TO86//0591

スポーツを仕事にするという選択 : スポーツ業界に転職・就職する方法 / 池上達也著. -- 秀和システム,

780//I33//0563

2018.3.
スポーツの現場ではたらく / 小松ゆたか[著]. -- イースト・プレス, 2018.3. -- (イースト新書Q ; Q041).

780//KO61//0562

●なるにはBooks
書名等

請求記号

東南アジアで働く / 横山和子著. -- ぺりかん社, 2017.12. -- (なるにはBooks ; 補巻18).

視能訓練士になるには / 橋口佐紀子著. -- ぺりかん社, 2018.3. -- (なるにはBooks ; 150).
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338.9223//Y79//0588

498.14//H37//0582

書名等

請求記号

臨床検査技師になるには / 岩間靖典著. -- ぺりかん社, 2018.8. -- (なるにはBooks ; 112).

救急救命士になるには / 益田美樹著. -- ぺりかん社, 2018.10. -- (なるにはBooks ; 152).

診療放射線技師になるには / 笹田久美子著. -- ぺりかん社, 2018.3. -- (なるにはBooks ; 149).

宇宙・天文で働く / 本田隆行著. -- ぺりかん社, 2018.10. -- (なるにはBooks ; 補巻20).

バイオ技術者・研究者になるには / 堀川晃菜著. -- ぺりかん社, 2018.8. -- (なるにはBooks ; 151).

美容師・理容師になるには / 大岳美帆, 木村由香里著. -- ぺりかん社, 2018.4. -- (なるにはBooks ; 5).

獣医師になるには / 井上こみち著. -- ぺりかん社, 2018.5. -- (なるにはBooks ; 68).

魚市場で働く / 鑓田浩章著. -- ぺりかん社, 2017.12. -- (なるにはBooks ; 補巻19).

グランドスタッフになるには / 京極祥江著. -- ぺりかん社, 2018.1. -- (なるにはBooks ; 148).

498.14//I94//0584

498.14//MA66//0617

498.14//SA71//0581

538.9//H84//0616

579.9//H89//0586

595.07//O82//0587

649.07//I57//0583

675.5//Y59//0589

687.3//KY3//0585

●How-nual図解入門 . 業界研究
書名等

請求記号

最新土木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 / 阿部守著. - 第2版. -- 秀和システム, 2018.2. -- (How-nual図解入門 . 業界研究 ).
最新宇宙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 / 齊田興
哉著. -- 秀和システム, 2018.10. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新電子部品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 / 村田朋
博, 久納裕治著. -- 秀和システム, 2018.5. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新食品業界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 / 中村恵二
著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2017.9. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新農業の動向としくみがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 中村恵二, 山口大
樹著. -- 秀和システム, 2018.4. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新ペット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 / 川上
清市著. -- 秀和システム, 2018.4. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新ブライダル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 / 粂美
奈子著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2018.8. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新外食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,
山口大樹著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2018.6. -- (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4版. -- 秀和システム, 2017.11. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新音楽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 / 大川正義
著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2017.12. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).

510.921//A12//0601

538.9//SA17//0618

549.09//MU59//0598

588.09//N37//0604

612.1//N37//0599

645.9//KA94//0600

673.93//KU37//0596

673.97//N37//0597

674.4//KU53//0603

760.9//O46//0602

●最新データで読む産業と会社研究シリーズ
書名等

請求記号

IT・Web・IoT / IT産業研究会, 岩崎尊史, 菊地瑞広著 ; 2019年度版. -- 産学社, 2017.10. -- (最新データ
で読む産業と会社研究シリーズ ; 4).
商社 ; 2019年度版. -- 産学社, 1999-. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ; 3).

銀行 ; 2019年度版. -- 二期出版, 1997.3-. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ; 1).
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007.35//I91//0608

335.4//SH96//0607

338.21//G46//0605

書名等

請求記号

生保・損保 ; 2019年度版. -- 二期出版, 1996.11-. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ; 2).

私教育 / 千葉誠一監修 ; 2019年度版. -- 産学社, 2018.1. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ
; 7).
医薬品 ; 2019年度版. -- 産学社, 2008.11-. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ; 6).

化学 / 化学業界研究会編 ; 2019年度版. -- 産学社, 2012.1-. -- (最新データで読む産業と会社研究シリー
ズ ; 9).
食品 ; 2019年度版. -- 二期出版, 1997.2-. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ; 5).

フランチャイズ / 今野篤監修 ; 2018年度版, 2019年度版. -- 産学社, 2017.2-. -- (最新データで読む産業
と会社研究シリーズ ; 10).
不動産 / 伊藤歩著 ; 2019年度版. -- 産学社, 2013.11-. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ;
8).

339//SE17//0606

376.8//SH34//0614

499.09//I97//0610

570.21//KA16//0612

588.09//SH96//0609

673.32//F92//0613

673.99//I89//0611

●こんなにおもしろい～の仕事
書名等

請求記号

こんなにおもしろい社会福祉士の仕事 / 飯塚慶子著. -- 中央経済社.

こんなにおもしろい建築士の仕事 : first class architect / 石井大一朗著. -- 第2版. -- 中央経済社.

369.17//I99//0565

520.7//I75//0566

●まるごとガイドシリーズ
書名等

請求記号

臨床心理士・公認心理師まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて / 亀口憲治監修. -- ミネル
ヴァ書房, 2016.4. -- (まるごとガイドシリーズ ; 8).
介護福祉士まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて / 日本介護福祉士会監修. -- 第4版. -- ミネ
ルヴァ書房, 2016.10. -- (まるごとガイドシリーズ ; 2).

146.89//R45//0558
369.17//KA21//0559

●先輩に聞いてみよう!
書名等

請求記号

弁護士の仕事図鑑 / 鬼頭政人編. -- 中央経済社. -- (先輩に聞いてみよう!).
不動産鑑定士の仕事図鑑 / 日本不動産鑑定士協会連合会広報委員会編. -- 中央経済社. -- (先輩に聞いて
みよう!).
広告業界の仕事図鑑 / 宮嶋和明編著. -- 中央経済社. -- (先輩に聞いてみよう!).

327.14//KI77//0569
673.99//N71//0568
674.4//MI75//0567

●自治体の仕事シリーズ
書名等

請求記号

監査委員事務局のシゴト / 吉野貴雄著. -- ぎょうせい, 2017.12. -- (自治体の仕事シリーズ).
会計課のシゴト / 東京都会計事務研究会編著. -- ぎょうせい, 2018.3. -- (自治体の仕事シリーズ).
福祉課のシゴト / 石川久著. -- ぎょうせい, 2018.6. -- (自治体の仕事シリーズ).
商工観光課のシゴト / 商工観光研究会編著. -- ぎょうせい, 2018.7. -- (自治体の仕事シリーズ).
住民課のシゴト / 住民窓口研究会編著. -- ぎょうせい, 2018.8. -- (自治体の仕事シリーズ).
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318.5//J47//0570
318.5//J47//0571
318.5//J47//0572
318.5//J47//0573
318.5//J47//0574

