展示期間

２F企画展示

2019年11月28日-

就職応援
―２F就職応援コーナーにあらたに70冊入ります！―
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常時揃っています。
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

情報処理エンジニア職業ガイド : プログラマ・ITエンジニア・SEのためのキャリア

007.35//TO92//7658

デザイン / 豊沢聡, 大間哲共著 ; 加藤ゆきのイラスト. -- カットシステム, 2019.8.
出版文化と編集者の仕事 : 個人的な体験から / 大竹永介著. -- 社会評論社,

021.43//O82//7635

2019.10. -- (SQ選書 ; 18).
悩みが武器になる働き方 : 20代の今、考えておきたい仕事のコト / 河田真誠著. --

159.4//KA92//7636

徳間書店, 2019.7.
国家公務員の仕事図鑑 / 公務員試験予備校EYE編. -- 中央経済社. -- (先輩に聞いて

317.3//KO68//7647

みよう!).
公務員の仕事入門ブック ; 2年度試験対応. -- 実務教育出版, 2019.7. -- (公務員試

317.3//KO68//7648

験受験ジャーナル特別企画 ; 2).
警察官になる本 : 47都道府県警察警察官への道を完全収録 ; 2020-2022. -- イカロ 317.7//KE27//7643
ス出版, 2019.11. -- (イカロスMOOK).
こんなにおもしろい行政書士の仕事 / 近藤秀将著. -- 中央経済社.

327.17//KO73//7645

「好き」を仕事にする働き方 : 東京下町のクリエイティブな起業 / イッサイガッサ

335.2136//I85//7641

イ東東京モノづくりHUB編. -- Book&Design, 2018.12.
仕事の教科書 : 世界に通用するビジネス・スキルが身につく : textbooks useful for 336//H32//7649
business / 原田隆史 [ほか] 著. -- 徳間書店, 2019.3.
本気で社員を幸せにする会社 : 「あたらしい働き方」12のお手本 / やつづかえり著. 336.3//Y66//7656
-- 日本実業出版社, 2019.4.
あの会社のスゴい働き方 / 日経産業新聞編. -- 日本経済新聞出版社, 2019.2. -- (日 336.4//N73//7640
経ビジネス人文庫 ; 886, [に5-5]).
プレゼン・コンシェルジュが教える社会人1年目の「アピり方」 : さりげないからこ 336.47//A43//7651
そ効果抜群 / 天野暢子著. -- CCCメディアハウス, 2019.3.
AI時代に食える仕事食えない仕事. -- オンデマンド版. -- 東洋経済新報社, c2019. - 366.2//A22//7646
- (週刊東洋経済eビジネス新書 ; No.308).

1ページ

請求記号

書名

自分を活かす会社でイキイキ働こう! : 魅力的な中小企業探しのすゝめ / みんプロ編 366.29//MI33//7653
集. -- 三恵社, 2019.1.
仕事のカタログ : 「なりたい自分」が見つかる! : 1600職種最強の「適職発見」ガ

366.29//SH29//7668

イド ; 2020-21年版. -- 自由国民社, 2009.5-. -- (自由国民ガイド版).
資格取り方選び方全ガイド / 高橋書店編集部編 ; 2021年版. -- 高橋書店, [2019.7]. 366.29//TA33//7667
働くわたし / 本の雑誌編集部編. -- 本の雑誌社, 2019.8.

366.38//H85//7659

世界の学校と教職員の働き方 : 米・英・仏・独・中・韓との比較から考える日本の

374.3//F68//7642

教職員の働き方改革 / 藤原文雄編著. -- 学事出版, 2018.3.
女性教師の「働き方」 : #仕事もプライベートもあきらめない! / 松井恵子著. -- 明

374.3//MA77//7639

治図書出版, 2019.3.
学校事務"プロフェッショナル"の仕事術 / 妹尾昌俊著. -- 学事出版, 2019.9.

374.5//SE72//7644

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 ; '21. -- ソシム,

377.9//I56//7666

2019.7.
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 377.9//KI56//7663
二編 ; '21年版. -- 成美堂出版, 2019.6.
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 ;

377.9//MA31//7664

[2021年度版]. -- マイナビ, [2019.5]. -- (内定獲得のメソッド).
デザイン・クリエイティブ業界を目指す人のためのポートフォリオ見本帳 / MdN編

377.9//MD//7654

集部編. -- エムディエヌコーポレーション.
就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! : 先輩には聞きづらいシューカツのキホ 377.9//SH99//7633
ンがわかる! / 就職情報研究会編 ; 2021年度版. -- 実務教育出版, 2019.5.
就職四季報 / 東洋経済新報社編 ; 2020年版. -- 東洋経済新報社, 2018.12

377.9//TO86//7665

ささいなことに動揺してしまう敏感すぎる人の「仕事の不安」がなくなる本 / みさ

498.8//MI51//7652

きじゅり著. -- 秀和システム, 2018.12.
現代の職人 : 質を極める生き方、働き方 / 早坂隆著. -- PHP研究所, 2019.4. --

502.1//H47//7638

(PHP新書 ; 1184).
構造設計を仕事にする : 思考と技術・独立と働き方 / 坂田涼太郎 [ほか] 編著, 小澤 524//SA37//7657
雄樹 [ほか] 著. -- 学芸出版社, 2019.9.
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 ; 2020年版. - 602.1//N71//7661
- 日本経済新聞社, 2019.8.
会社四季報業界地図 / 東洋経済新報社編 ; 2020年版. -- 東洋経済新報社, 2019.9-. 602.1//TO86//7662
路上ワークの幸福論 : 世界で出会ったしばられない働き方 / 中野陽介著. -- CCCメ

673.79//N39//7637

ディアハウス, 2019.4.
アナウンサーという仕事 / 尾川直子著. -- 青弓社, 2019.10.

699.39//O24//7660

新・音楽とキャリア : 音楽を通した生き方・働き方 / 久保田慶一著. -- スタイル

760//KU14//7634

ノート, 2019.10.
ことばで社会をつなぐ仕事 : 日本語教育者のキャリア・ガイド / 義永美央子, 嶋津百 810.7//Y92//7650
代, 櫻井千穂編著. -- 凡人社, 2019.4.
脚本家という仕事 : ヒットドラマはこうして作られる / ペリー荻野著. -- 東京
ニュース通信社. -- (Tokyo news books).
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901.27//P42//7655

◆なるにはBooks
書名

請求記号

学芸員になるには / 横山佐紀著. -- ぺりかん社, 2019.4. -- (なるにはBooks ;

069.3//Y79//7600

110).
消防官になるには / 益田美樹著. -- ぺりかん社, 2019.8. -- (なるにはBooks ; 88). 317.79//MA66//7669
証券・保険業界で働く / 生島典子著. -- ぺりかん社, 2019.6. -- (なるにはBooks ;

338.17//I38//7605

補巻23).
臨床工学技士になるには / 岩間靖典著. -- ぺりかん社, 2019.9. -- (なるにはBooks 498.14//I94//7601
; 153).
医薬品業界で働く / 池田亜希子著. -- ぺりかん社, 2018.11. -- (なるにはBooks ;

499.09//I32//7606

補巻21).
漁師になるには / 大浦佳代著. -- ぺりかん社, 2019.1. -- (なるにはBooks ; 45).

661.7//O92//7602

スポーツで働く / 谷隆一, 藤江亮介著. -- ぺりかん社, 2019.1. -- (なるにはBooks ; 780//TA87//7604
補巻22).
通訳者・通訳ガイドになるには / 鑓田浩章著. -- ぺりかん社, 2019.2. -- (なるには 801.7//Y59//7603
Books ; 10).

◆最新データで読む産業と会社研究シリーズ
書名

請求記号

AI・クラウド・IoT / IT産業研究会, 岩崎尊史著 ; 2020年度版. -- 産学社,

007.35//I91//7632

2018.10. -- (最新データで読む産業と会社研究シリーズ ; 4).
商社 ; 2020年度版. -- 産学社, 2019.1 -- (最新データで読む産業と会社研究シリー 335.4//SH96//7627
ズ ; 3).
銀行 ; 2020年度版. -- 二期出版, 2019.3. -- (最新データで読む産業と会社研究シ

338.21//G46//7625

リーズ ; 1).
生保・損保 ; 2020年度版. -- 二期出版, 2018.12. -- (最新データで読む産業と会社 339//SE17//7629
研究シリーズ ; 2).
私教育 / 千葉誠一監修 ; 2020年度版. -- 産学社, 2019.1-. -- (最新データで読む産 376.8//SH34//7626
業と会社研究シリーズ ; 7).
医薬品 ; 2020年度版. -- 産学社, 2018.12. -- (最新データで読む産業と会社研究シ 499.09//I97//7628
リーズ ; 6).
化学 / 化学業界研究会編 ; 2020年度版. -- 産学社, 2018.11-. -- (最新データで読

570.21//KA16//7630

む産業と会社研究シリーズ ; 9).
食品 ; 2020年度版. -- 二期出版, 2018.11-. -- (最新データで読む産業と会社研究

588.09//SH96//7623

シリーズ ; 5).
フランチャイズ / 今野篤監修 ; 2020年度版. -- 産学社, 2019.4-. -- (最新データで 673.32//F92//7624
読む産業と会社研究シリーズ ; 10).
不動産 / 伊藤歩著 ; 2020年度版. -- 産学社, 2018.11. -- (最新データで読む産業と 673.99//I89//7631
会社研究シリーズ ; 8).
3ページ

◆How-nual図解入門 . 業界研究
書名

請求記号

最新総合商社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

335.4//MA54//7612

報満載 / 丸紅経済研究所著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2019.4. -- (How-nual図解
入門 . 業界研究).
最新金融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

338.21//H64//7611

報満載 / 平木恭一著. -- 第5版. -- 秀和システム, 2019.4. -- (How-nual図解入門 .
業界研究).
最新クレジット/ローン業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 : 業界人、就職、転 338.7//H64//7621
職に役立つ情報満載 / 平木恭一著. -- 第5版. -- 秀和システム, 2018.7. -- (Hownual図解入門 . 業界研究).
最新保険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

339.21//N37//7619

報満載 / 中村恵二, 高橋洋子著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2018.8. -- (How-nual
図解入門 . 業界研究).
最新病院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

498.16//N37//7610

報満載 / 中村恵二, 山口大樹, 安藤恵子著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2019.4. -(How-nual図解入門 . 業界研究).
最新医薬品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

499.09//A63//7608

情報満載 / 荒川博之著. -- 第6版. -- 秀和システム, 2019.9. -- (How-nual図解入門
. 業界研究).
最新薬局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

499.095//F67//7615

報満載 / 藤田道男著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2019.3. -- (How-nual図解入門 .
業界研究).
最新住宅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

520.9//A12//7618

報満載 / 阿部守著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2018.10. -- (How-nual図解入門 .
業界研究).
最新自動車業界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

537.09//KU74//7620

報満載 / 黒川文子著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2018.8. -- (How-nual図解入門 .
業界研究).
最新電力・ガ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

540.921//MO83//7609

立つ情報満載 / 本橋恵一著. -- 第5版. -- 秀和システム, 2019.7. -- (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

570.21//TA26//7607

報満載 / 田島慶三著. -- 第6版. -- 秀和システム, 2019.10. -- (How-nual図解入門
. 業界研究).
最新家電量販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

673.7//TO36//7613

つ情報満載 / 得平司, 家電Biz編集部著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2019.4. -(How-nual図解入門 . 業界研究).
最新不動産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

673.99//I85//7617

情報満載 / 磯村幸一郎著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2018.11. -- (How-nual図解
入門 . 業界研究).
最新運輸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

680//N37//7616

報満載 / 中村恵二, 渡部幹著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2018.11. -- (How-nual
図解入門 . 業界研究).
最新物流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

681.6//F89//7614

報満載 / 船井総研ロジ著. -- 第4版. -- 秀和システム, 2019.3. -- (How-nual図解入
門 . 業界研究 ).
最新航空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 / 吉田力著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2018.7. -- (How-nual図解入門 . 業
界研究).
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687.21//Y86//7622

