2F企画展示

展示期間2020年12月11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86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

すいません、ほぼ日の経営。 / 糸井重里語り手 ; 川島蓉子聞き手. -- 日経BP社.

007.35//I91//5171

就活転職の役に立つデジタル・IT業界がよくわかる本 / 志村一隆著. -- 改訂版. -- 宣伝会議,
2020.3. -- (マスナビBooks).

007.35//SH56//5160
023//SH36//5176

古くてあたらしい仕事 / 島田潤一郎著. -- 新潮社, 2019.11.
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 : 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド /
八木仁平著. -- KADOKAWA, 2020.5.

159//Y15//5187

生きるように働く / ナカムラケンタ著. -- ミシマ社, 2018.10.

281.04//N37//5170

わたしをひらくしごと / 野村美丘取材・文 ; 藤田二朗写真. -- KTC中央出版, 2018.12.

281.04//N95//5181

10年で激変する!「公務員の未来」予想図 / 小紫雅史著. -- 学陽書房, 2018.10.

318.3//KO68//5164

弁護士になった「その先」のこと。 / 中村直人, 山田和彦著. -- 商事法務, 2020.7.

327.14//N37//5166

こんな会社で働きたい [大阪編]/ クロスメディアHR総合研究所 [著] -- クロスメディア・パブリッ
シング.
中小企業診断士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 / 西條由貴男著. -- 第2版. -- 秀和シス
テム, 2020.11. -- (本当のところどうなの? 本音がわかる!仕事がわかる!).
商社 : 商社パーソンの仕事と働き方がわかる / 大坪サトル, D.ブレイン編著 ; 2021年度版. -- 日本
実業出版社 (業界と会社研究).
地方でクリエイティブな仕事をする : 小さく始める開業&マーケティング術 / 笠原徹著. -- 玄光社,
2020.5.
Creative superpowers / ローラ・ジョーダン・バーンバック [ほか] 編 ; 河尻亨一訳. -- 左右社,
2018.10.
公認会計士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 / 国見健介著. -- 第2版. -- 秀和システム,
2019.1. -- (本当のところどうなの? 本音がわかる!仕事がわかる!).
仕事はもっと楽しくできる : 大企業若手50社1200人会社変革ドキュメンタリー / ONE JAPAN著. - プレジデント社, 2018.10.
新!働く理由 : 111の名言に学ぶシゴト論。 / 戸田智弘 [著]. -- ディスカヴァー・トゥエンティワ
ン, 2019.3.
障がい者だからって、稼ぎがないと思うなよ。 : ソーシャルファームという希望 / 姫路まさのり
著. -- 新潮社, 2020.3.
あなたは何で食べてますか? : 偶然を仕事にする方法 / 有北雅彦著. -- 太郎次郎社エディタス,
2019.6.
33の悩みと答えの深い森。 : ほぼ日「はたらきたい展。2」の本 / 奥野武範構成・文. -- 青幻舎,
2020.8.

335.21//KU77//5168
335.35//SA19//5158
335.4//O87//5159
335//KA71//5179
336.1//B16//5175
336.97//KU45//5157
336//O65//5174
366.04//TO17//5188
366.28//H59//5177
366.29//A71//5180
366.29//O56//5173

働くコンパスを手に入れる : 〈仕事旅行社〉式・職業体験のススメ / 田中翼著. -- 晶文社, 2020.1. 366.29//TA84//5178
将来キャリアを左右するキャリア権時代のファーストキャリアデザイン / 加賀博著. -- 日本生産性
本部生産性労働情報センター, 2020.3.
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 ; '22年
版. -- 成美堂出版
広告のやりかたで就活をやってみた。 / 小島雄一郎著. -- 改訂版. -- 宣伝会議, 2017.12. -- (マスナ
ビBooks).
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377.9//KA16//5189
377.9//KI56//5138
377.9//KO39//5184

書名

請求記号

就活マナー : 要点マスター! / 美土路雅子著 ; [2022]. -- マイナビ出版

377.9//MI14//5139

留学生の日本就職ガイド / 南雲智, 寺石雅英編・著 ; 2021. -- 留学生就職サポート協会.

377.9//N27//5183

就活成功塾 : 複数内定者が持つ4つの資質とは? / 齋藤孝著. -- KADOKAWA, 2019.4.

377.9//SA25//5182

就職四季報 / 東洋経済新報社編 ; 2021年版. -- 東洋経済新報社,

377.9//TO86//5140

女子学生のためのキャリア・デザイン / 宇田美江著. -- 第2版. -- 中央経済社.

377.9//U26//5186

377.9//U47//5185
最新理系就職ナビ : 「自分を活かす」進路を選ぶ! / 植島幹九郎著. -- 講談社ビーシー.
宇宙飛行士に聞いてみた! : 世界一リアルな宇宙の暮らしQ&A / ティム・ピーク著. -- 日本文芸社,
538.9//P31//5163
2018.12.
Hello!!Work : 僕らの仕事のつくりかた、つづきかた。 / 皆川明語り手 ; 川島蓉子聞き手. -- リト
589.2//MI36//5172
ルモア, 2020.9.
602.1//N71//5136
日経業界地図 / 日本経済新聞社編 ; 2021年版. -- 日経BP日本経済新聞出版本部.
会社四季報業界地図 / 東洋経済新報社編 ; 2021年版. -- 東洋経済新報社
仕事に「好き」を、混ぜていく。 : あなたのB面を本業に生かすヒント / 電通Bチーム著. -- 翔泳
社, 2020.6.
エアライン・ビジネスの魅力 : 夢に向かってキャリア・アップ / 山口一美著. -- 創成社, 2019.11. - (創成社新書 ; 61).

602.1//TO86//5137
674.4//D61//5169
687.3//Y24//5167

展覧会プロデューサーのお仕事 / 西澤寛著. -- 徳間書店, 2018.12.

706.9//N87//5161

通訳というおしごと / 関根マイク著. -- アルク, 2020.2.

801.7//SE36//5165

美術館って、おもしろい! : 展覧会のつくりかた、働く人たち、美術館の歴史、裏も表もすべてわ
かる本 / モラヴィア美術館著 ; 阿部賢一, 須藤輝彦訳. -- 河出書房新社, 2020.5.

L706.9//MO41//5162

◆なるにはBooks
書名

請求記号

AIエンジニアになるには / 丸山恵著. -- ぺりかん社, 2020.7. -- (なるにはBooks ; 155).

007.13//MA59//5107

行政書士になるには / 三田達治編著. -- ぺりかん社, 2020.1. -- (なるにはBooks ; 108).

327.17//MI56//5105

税理士になるには / 西山恭博著. -- 改訂版. -- ぺりかん社, 2018.12. -- (なるにはBooks ; 106).

336.989//N87//5112

福祉業界で働く / 戸田恭子著. -- ぺりかん社, 2020.4. -- (なるにはBooks ; 補巻24).

369.17//TO17//5108

幼稚園教諭になるには / 大豆生田啓友著. -- ぺりかん社, 2019.12. -- (なるにはBooks ; 56).

376.14//O61//5110

特別支援学校教諭になるには / 松矢勝宏, 宮崎英憲, 高野聡子編著. -- ぺりかん社, 2020.7. -- (なる
にはBooks ; 66).

378//MA91//5104

薬剤師になるには / 井手口直子編著. -- ぺりかん社, 2020.2. -- (なるにはBooks ; 58).

499.09//I19//5106

ゲーム業界で働く / 小杉眞紀, 山田幸彦著. -- ぺりかん社, 2020.6. -- (なるにはBooks ; 補巻26).

589.77//KO89//5109

講談師・浪曲師になるには / 小泉博明, 稲田和浩著 ; 宝井琴鶴編集協力. -- ぺりかん社, 2019.12. -(なるにはBooks ; 154).

779.12//KO38//5111

◆イースト新書Ｑ
書名

請求記号

警察官という生き方 / 久保正行 [著]. -- イースト・プレス, 2019.3. -- (イースト新書Q ; Q055).

317.75//KU11//5147

教師という生き方 / 鹿嶋真弓 [著]. -- イースト・プレス, 2017.11. -- (イースト新書Q ; Q034).

374.3//KA76//5141

保育士という生き方 / 井上さく子 [著]. -- イースト・プレス, 2018.1. -- (イースト新書Q ; Q037).

376.14//I57//5144

自衛官という生き方 / 廣幡賢一 [著]. -- イースト・プレス, 2018.11. -- (イースト新書Q ; Q052).

392.1076//H71//5146

動物園ではたらく / 小宮輝之[著]. -- イースト・プレス, 2017.11. -- (イースト新書Q ; Q035).

480.76//KO65//5142

放送作家という生き方 / 村上卓史 [著]. -- イースト・プレス, 2017.11. -- (イースト新書Q ; Q036). 699.6//MU43//5143
声優という生き方 / 中尾隆聖 [著]. -- イースト・プレス, 2019.5. -- (イースト新書Q ; Q058).

771.7//N41//5148

棋士という生き方 / 石田和雄[著]. -- イースト・プレス, 2018.5. -- (イースト新書Q ; Q043).

796//I72//5145
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◆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

請求記号

銀行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 / 長塚孝子監修. -- 技術評論社,
2020.5. -- (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!).
金融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 / 伊藤亮太著. -- 技術評論社,
2020.6. -- (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!).
保険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 / GVフィナンシャル研究会著. -技術評論社, 2020.5. -- (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!).
建設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 / 降籏達生著. -- 技術評論社,
2020.9. -- (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!).
食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 / 松岡康浩, 竹田クニ著. -- 技術
評論社, 2020.7. -- (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!).
農業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 / 窪田新之助, 山口亮子著. -- 技術評
論社, 2020.7. -- (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!).
リース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 / カデナクリエイト著. -- 技術
評論社, 2020.6. -- (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!).
不動産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 / 畑中学著. -- 技術評論社,
2020.9. -- (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!).

338.21//G46//5149
338.21//I89//5151
339.21//G98//5150
510.921//F93//5155
588.09//MA86//5153
612.1//KU14//5154
673.93//KA13//5152
673.99//H42//5156

◆How-nual図解入門 . 業界研究
書名

請求記号

最新建設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4版. -- 秀和システム, 2020.7. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新鉄鋼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 / 川上
清市著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2019.11. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新石油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 / 橋爪
吉博著. -- 第2版. -- 秀和システム, 2020.5. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新化粧品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 : 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 / 梅
本博史著. -- 第5版. -- 秀和システム, 2020.7. -- (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～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5版. -- 秀和システム, 2020.9. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新漁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 / 勝川俊雄
著. -- 秀和システム, 2020.7. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新小売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3版. -- 秀和システム, 2019.12. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新派遣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 / 土岐
優美著. -- 第5版. -- 秀和システム, 2020.8. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新人材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 /
土岐優美著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2020.2. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).
最新介護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 /
川原経営総合センター著. -- 第3版. -- 秀和システム, 2019.12. -- (How-nual図解入門 . 業界研究).

510.9//A12//5114
564.09//KA94//5122
568.09//H38//5118
576.7//U71//5117
588.09//N37//5113
662.1//KA87//5116
673.7//H64//5120
673.93//TO31//5115
673.93//TO31//5119
673.95//KA92//5121

◆業界大研究
書名

請求記号

最新コンサルティング業界大研究 / ジョブウェブコンサルティングファーム研究会編著. -- 第7版.
-- 産学社, 2019.8.

336//J56//5126

銀行業界大研究 / 伊藤歩著. -- 新版. -- 産学社, 2020.3.

338.21//I89//5132

最新学習塾業界大研究 / 千葉誠一監修. -- 産学社, 2020.2.

376.8//SA22//5131
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書名

請求記号

医薬品業界大研究 : 最新 / 医薬品業界研究会編. -- 産学社, 2020.7.

499.09//I97//5133

エネルギー業界大研究 / 南龍太著. -- 産学社, 2019.1.

501.6//MI37//5123

最新電子部品業界大研究 / 南龍太著. -- 産学社, 2019.10.

549.09//MI37//5127

最新AI・5G・IC業界大研究 / 南龍太著. -- 産学社, 2020.7.

549.8//MI37//5134

非鉄金属業界大研究 / 一柳朋紀著. -- 新版. -- 産学社, 2019.2.

565//I17//5124

最新化粧品業界大研究 / 化粧品業界研究会編. -- 産学社, 2019.3.

576.7//KE61//5125

588.09//KO75//5129
食品業界大研究 : 最新 / 小西慶太著. -- 産学社, 2020.1.
最新ファッション業界大研究 / ファッション&ソフトマーケティング研究会編著. -- 第2版. -- 産学
589.2//F15//5128
社, 2019.12.
681.6//N76//5130
ロジスティクス業界大研究 / 二宮護著. -- 新版. -- 産学社, 2020.1.
最新ホテル業界大研究 / 中村正人著. -- 第2版. -- 産学社, 2020.8.
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689.8//N37//5135

