2月度特集展示

「就職活動を始めよう！」
資料情報

資料ＩＤ

請求記号

1

地方公務員をめざす本 / 成美堂出版編集部編著 ; '17年版. -- 成美堂出版, 2015. -- (合格への近道).

150021137

318.3/Se 17/2017

2

SPI3非言語分野をひとつひとつわかりやすく。 / ブレスト研著 ; 2019年度版. -- 学研プラス, 2017

170004725

336.42/B 91/2019

3

SPI解法の極意 : 内定獲得のメソッド / 日本キャリアサポートセンター問題作成 ; '15. -- マイナビ, 2013. -- (マイナ
ビオフィシャル就活BOOK ; 2015).

130006950

336.42/Ma 31/2015

4

自己分析 : 適職へ導く書きこみ式ワークシート / 岡茂信著 ; [2018年度版]. -- 毎日コミュニケーションズ, 2010. -(内定獲得のメソッド).

160012563

336.42/O 36/2018

5

8割が落とされる「Webテスト」完全突破法! / SPIノートの会編著 ; 2014年度版1 - 2019年度版3. -- 洋泉社, 2012.

160022265

336.42/Sp 5/2018

6

面接突破法 : 人の気持ちを動かす話し方 / 浦野啓子著. -- 明治書院, 2005

060005055

336.42/U 84

7

就活必修!はじめてのES(エントリーシート)&SPI3要点と盲点 / 柳本新二著 ; 2018. -- さくら舎, 2016

170002059

336.42/Y 53/2018

8

敬語1分ドリル : 図解 : 正しい言葉づかいがラクラク身につく! / 内藤京子著. -- 青春出版社, 2015.

150004653

336.47/N 29

9

マンガでわかる!社会人1年生のビジネスマナー : BUSINESS MANNERS 58 / 西出ひろ子著. -- ダイヤモンド社, 2011.

110002334

336.47/N 81

10

常識以前の仕事のルールとマナー / 白沢節子著 : 石川ともこ絵. -- 日本実業出版社, 2006. -- (ビジネスいらすとれ
いてっど)

060033479

336.47/Sh85

11 電話応対のルールとマナー : ビジネスいらすとれいてっど / 北原千園実著 ; Igloo dining絵. -- 日本実業出版社, 2006.

060021177

336.49/Ki64

10年後に失敗しない未来予想図 : 次のライフステージをプロデュース : この一冊で人生丸わかり! / 森永卓郎, 御旅屋
尚文監修. -- 神宮館, 2016.

160013827

366.29/J 95

13 20代の働く君に贈るたいせつなこと / 松本望太郎編. -- 学研パブリッシング, 2010. -- (Dream Skill Club Series)

100030527

366.29/Ma 81

14 大学院生、ポストドクターのための就職活動マニュアル / アカリク著. -- 亜紀書房, 2010

100022805

377.9/A 31

15 その会社、入ってはいけません! : ダメな会社を見わける50の方法 / 藤井哲也著. -- ビジパブ, 2010.

100001494

377.9/F 57

16 最新最強の就職面接 / 福沢恵子著 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2007.

160013785

377.9/F 85/2018

17 「合う・合わない」で仕事は決めなさい : 一生続けられる職種の選び方 / 長谷真吾著. -- 技術評論社, 2012

120012349

377.9/H 35

18 採用情報で見極めよ!「ホワイト企業」の選び方 / 池内恵介著. -- 同文舘出版, 2015. -- (Do books).

160023941

377.9/I 35

19 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 ; '17. -- ソシム, 2016.

160000253

377.9/I 36/2017

20 就活は3つの質問に答えるだけ。 / 今井正彦著. -- 日経BP社, 2015

160000105

377.9/I 43

160013751

377.9/Ki 56/2018

22 就活でうつにならないための本 = A job hunter's guide to beating depression. / 向後善之著. -- 秀和システム, 2013

130001290

377.9/Ko 95

23 インターンシップ / 熊谷智宏著 ; 2018. -- ダイヤモンド社, 2016. -- (絶対内定 / 杉村太郎著)

160016911

377.9/Ku 33

24 就職で弱気になったとき読む本。 / キャリアとこころを考える会著. -- パレード, 2006

060037231

377.9/Ky 1

25 内定取消! : 終わりがない就職活動日記 / 間宮理沙著. -- 日経BP社, 2010.

100001742

377.9/Ma 42

12

21

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 ; [2007年版] - '18年版. -成美堂出版, 2003
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26 就活マナー : 要点マスター! / 美土路雅子著 ; [2018]. -- 毎日コミュニケーションズ, 2010.

160016879

377.9/Mi 14/2018

27 凡人内定戦略 : 自己PRするネタがない就活を複数内定で終わらせるために / 武野光著. -- 中経出版, 2012.

130004377

377.9/Mu 35

28 凡人内定完全マニュアル = A complete job search manual for the average Joe / 武野光著. -- ポプラ社, 2016.

160005542

377.9/Mu 35

160002366

377.9/N 35

30 早期内定のトリセツ : 就活探偵団が突撃取材 / 日本経済新聞社編. -- 日本経済新聞出版社, 2016

160026829

377.9/N 71

31 理工系学生就職ガイド / 平凡社編. -- 平凡社, 2015.

150008225

377.9/N 93

29

採用担当者の心に響くポートフォリオアイデア帳 : クリエイティブ業界への就職と、入社後のキャリアデザイン / 中
路真紀, 尾形美幸著. -- ボーンデジタル, 2016.

32

エントリーシート完全突破塾 / 岡茂信著 ; [2014年度版] - [2018年度版]. -- 毎日コミュニケーションズ, 2009. -(内定獲得のメソッド).

150019065

377.9/O 36/2017

33

絶対!内定出る人出ない人 : 就職活動がまるごと分かる本 : いつ?どこで?なにをする? / 岡茂信著 ; [2014年度版],
[2015年度版], [2018年度版]. -- 毎日コミュニケーションズ, 2009.

160012613

377.9/O 36/2018

160016887

377.9/Sa 21/2018

34 就活ノートの作り方 / 才木弓加著 ; [2018年度版]. -- マイナビ, 2015. -- (内定獲得のメソッド).

35

面接担当者の質問の意図 / 才木弓加著 ; [2013年度版] - [2018年度版]. -- 毎日コミュニケーションズ, 2010. -- (内
定獲得のメソッド).

160012639

377.9/Sa 21/2018

36

面接自己PR志望動機 / 才木弓加著 ; [2015年度版], [2018年度版]. -- 毎日コミュニケーションズ, 2009. -- (内定獲
得のメソッド).

160012621

377.9/Sa 21/2018

37 就職力 : 就活は一日二〇〇ページの読書から始めなさい! / 齋藤孝著. -- 毎日新聞社, 2011.

110017464

377.9/Sa 25

38 一問一答面接攻略完全版 / 櫻井照士著 ; [2018年度版]. -- 高橋書店, 2008.

160019626

377.9/Sa 47/2018

39 人事が拾う履歴書、聞く面接 / 佐藤留美著. -- 扶桑社, 2014.

140000514

377.9/Sa 85

40 感涙!自己分析・PR / 澤本和重著 ; [2018年度版]. -- 一ツ橋書店, 2012-2016. -- (大学生の就職Focusシリーズ).

160010583

377.9/Sa 95/2018

41 これだけ覚える一般常識 : 就職試験 / 成美堂出版編集部編 ; '18年版. -- 成美堂出版, 200-.

160013793

377.9/Se 17/2018

42 就職試験これだけ覚える時事用語 / 成美堂出版編集部編 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2005.

160013801

377.9/Se 17/2018

43 就職試験これだけ覚える面接・エントリーシート / 成美堂出版編集部編 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2003.

160013819

377.9/Se 17/2018

44 最新最強の作文・小論文 / 成美堂出版編集部編 ; '18年版. -- 成美堂出版, 2006.

160013777

377.9/Se 17/2018

090035940

377.9/Sh 99

46 字は1日でうまくなる! : 持ち方で字はみるみるきれいになる / 竹内みや子著. -- 主婦の友社, 2016.

160012605

728.9/Ta 67

47 たった1日で声まで良くなる話し方の教科書 / 魚住りえ著. -- 東洋経済新報社, 2015.

170018667

809.4/U 79

48 文章力の基本 : 簡単だけど、だれも教えてくれない77のテクニック / 阿部紘久著. -- 日本実業出版社, 2009.

160007159

816/A 12

060011525

816/Ta82

110009826

816/W 46

45

49

女子の就活 : 「受かる!」面接必勝ノート = Recruito fashion & hair & make-up bible / 主婦の友社編. -- 主婦の友社,
2010.

文章が下手な人ほどうまくなる絶妙な文章の技術 : 悪文が悪文である理由を解明してあなたの文章を「読ませる文」
に画期的に変える「4つの道筋」 / 田村仁著. -- 明日香出版社, 2005. -- (Asuka business & language books)

50 誰にでもきちんと伝わる文章の書き方 / 渡辺パコ著. -- かんき出版, 2011.
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