
書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

日本型キャリアデザインの方法 : 「筏下り」を経
て「山登り」に至る14章 大久保幸夫著 日本経団連出版 2010.4 500001613 366.29||Ok

ポートフォリオで進路革命! : 就職&進学成功・イ
ンターンシップ・評価指標 : AO入試・デジタル
ポートフォリオ 鈴木敏恵編著 学事出版 2002.3 100113295 377.9||Su

大学生のためのキャリアガイドブック 寿山泰二 [ほか] 著 北大路書房 2009.3 100115828 377.9||Da

大学時代を後悔しないための52のリスト : 1、2年
はあっという間!就職活動で困らないために! 田口久人著 さくら舎 2012.7 500001609 377.9||Ta

大学生活・就活・キャリアがよくわかる本 鈴木賞子著 同友館 2012.11 100120164 377.9||Su

実況中継大学生のためのキャリア講義 : 就活本を
読む前に 山本直人著

インデックス・コミュニケー
ションズ 2007.9 500001596 377.9||Ya

大学生のためのキャリアデザイン入門 岩上真珠, 大槻奈巳編 有斐閣 2014.6 100121661 377.9||Iw

自分の説明書の創り方 : 自分のためのキャリアプ
ラニングのススメ 東田晋三著 ドリームシップ 2012.4 500001608 377.9||Hi

大学生のためのライフキャリアデザイン 榎本和生, 横山明子編著 さんぽう/星雲社 (発売) 2013.5 500001912 377.9||En

就活準備 : 就活を始める前に気づいておきたかっ
たこと 杉村鉄著 文芸社 2013.9 500001914 377.9||Su

自己分析とキャリアデザインの描き方 2019 (絶対
内定) 杉村太郎著 ダイヤモンド社 2004.10- 100121975 377.9||Ze

女子のキャリア : 「男社会」のしくみ、教えます
(ちくまプリマー新書:188) 海老原嗣生著 筑摩書房 2012.10 500001837 S366||Ch||188

キャリアのみかた : 図で見る109のポイント 阿部正浩, 松繁寿和編 有斐閣 2010.2 500001598 366.29||Ky
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自分で切り開くキャリア・デザイン 木村進著 中央経済社 2012.4 500001766 377.9||Ki

内定の常識 : 就職活動前に知っておきたかった52

のこと 田口久人著 ダイヤモンド社 2011.4 500001288 377.9||Ta

未来の働き方を考えよう : 人生は二回、生きられ
る ちきりん著 文藝春秋 2013.6 100120745 366.04||Ch

大学生が就活の前に読む本 井上達也, 牛崎遼著
明日香出版社アシスト出版部
/明日香出版社 (発売) 2014.7,2014.7 100120736 377.9||Da

絵でよむ就職活動基本の"き" 伊藤美樹絵/渡邉剛監修 河出書房新社 2009.7 500000437 377.9||It

よくわかる森式就活完全ガイド
森吉弘著/ユーキャン就職試験研究会
編

ユーキャン学び出版/自由国
民社 (発売) 2010.4 500001391 377.9||Mo

就活始めるブック : 大学3年生短大1年生必読 2014

年度版 (就職の王道BOOKs:1) 就職情報研究会編 実務教育出版 2004.7- 500001703 377.9||Sh

これが本当のSPI3テストセンターだ! 2020年度版 SPIノートの会編著 洋泉社 2016.11- 500003187 307||Ko

史上最強SPI&テストセンター超実戦問題集 [2020

最新版] オフィス海著 ナツメ社 [2009.9]- 500003186 307||Of

本当に使える就活・実践本 常見陽平, 園田雅江監修 主婦の友社 2012.11 500001702 377.9||Ho

就活のやり方「いつ・何を・どう?」ぜんぶ! 2019

年度版 (就職の王道BOOKs:2, 3) 就職情報研究会編 実務教育出版 2008.7- 500002836 377.9||Sh

お仕事のマナーとコツ (暮らしの絵本) 西出博子監修/伊藤美樹絵 学習研究社 2006.3 100114806 336.49||Os

働くための「話す・聞く」 : コミュニケーション
力って何? (なるにはBooks:別巻) 上田晶美著 ぺりかん社 2013.9 500001881 360||Na||別
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図解ビジネスマナー「話し方・伝え方」の基本 桜井弘監修 池田書店 [2011.2] 100119722 336.49||Zu

就活の敬語 唐沢明著
日本能率協会マネジメントセ
ンター 2011.10 500001289 377.9||Ka

話し方・聞き方のビジネスマナーの基本ルール :

できる人の「コミュニケーション術」がコレ1冊
でわかる! (「図解」これで仕事がうまくいく!) 鶴野充茂監修 成美堂出版 [2011.6] 100119787 336.49||Ha

就活女子の文章表現塾 : アサーションスキルを磨
く 浅野洋, 宮淑子著 新水社 2012.2 500001603 377.9||As

「受かる」就活女子レッスン 碇ともみ著 幻冬舎ルネッサンス 2012.8 500001710 377.9||Ik

女子の就活 : 「受かる!」面接必勝ノート 主婦の友社編 主婦の友社 2010.2 500000432 377.9||Jy

ホンネの女子就活 : センパイたちが就活中に悩ん
だこと 2019年度版 女子就活ネット編 実務教育出版 2009.7- 500002838 377.9||Ho

すべらない就活 : 勝てるエントリーシート負けな
い面接テクニック 2014年度版 原田康久著 中央公論新社 2012.11 500001714 377.9||Ha

就職活動無理せず書けるエントリーシート・自己
PR・志望動機 2014年度版 (就職の王道BOOKs:3,

4, 5) 才木弓加編著 実務教育出版 2007.9- 500001706 377.9||Sh

働く!「これで生きる」50人 共同通信社編 共同通信社 2014.7 100120733 366.29||Ha

幸せをつくるシゴト : 完全オーダーメイドのウェ
ディングビジネスを成功させた私の方法 山川咲著 講談社 2014.4 100120741 289.1||Ya

女子学生のための最強の就職面接 '14年版 成美堂出版編集部編 成美堂出版 2007- 500001704 377.9||Jo

よくわかるホテル業界 最新4版 (最新「業界の常
識」) 土井久太郎著 日本実業出版社 2009.12 500000923 689.8||Do
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就活って何だ : 人事部長から学生へ (文春新
書:715) 森健著 文藝春秋 2009.9 500000391 S377||Bu||715

よくわかる航空業界 最新3版 (最新「業界の常
識」) 井上雅之著 日本実業出版社 2012.11 500001699 687.21||In

よくわかる旅行業界 (最新「業界の常識」) 橋本亮一著 日本実業出版社 2009.9 500002220 689.6||Ha

保育士になろう! 中野悠人,  山下智子著 青弓社 2014.2 100120960 376.14||Ho

女性の職業のすべて [2013年版] 女性の職業研究会編 啓明書房 [2001.10]- 500001276 366.29||Jo

日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む
2018年版 日本経済新聞社編 日本経済新聞社 2004.11- 500003005 602.1||Ni||2018

語学を活かす仕事 (仕事シリーズ:別巻) 井上昭正著 ぺりかん社 1997.11 110029817 366.29||In

女性の仕事全ガイド : 就職・転職・副収入 '14年版 成美堂出版編 成美堂出版 1999.3- 500001712 366.29||Jy

だから内定をのがす!もったいないカン違い45 梅田幸子著 日本経済新聞出版社 2011.7 500001394 377.9||Um

使えるインターンシップ本 : 良い会社・悪い会社
の見分け方 黒越誠治著

日経BP社/日経BP出版セン
ター (発売) , 2008.12 100116499 377.9||Ku

インターンシップで始める就『勝』本 : 早めのス
タートでライバルの先を行く! 小里千寿, 島本順光, 松崎陽子著 日本法令 2010.6 100118997 377.9||Ko

インターンシップで志望の業界・職種に内定する
方法 太田智文著 東洋経済新報社 2009.6 100116437 377.9||Ot

インターンシップ入門 : 就活力・仕事力を身につ
ける 折戸晴雄, 服部治, 横山皓一編 玉川大学出版部 2015.3 100121113 377.15||Ni

4/6



書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

「就職活動のサクセスロード　起承転結」
令和3年度　6月28日～10月22日　企画展示

はじめてのインターンシップ : 仕事について考え
はじめたあなたへ

渡辺三枝子, 久保田慶一編/久保田慶
一 [ほか] 著 アルテスパブリッシング 2011.4 100118996 377.9||Ha

インターンシップ : キャリア教育としての就業体
験 古閑博美編著 学文社 2011.4 100118982 377.9||In

何をPRしたらいいかわからない人の受かる!自己
PR作成術 坂本直文著 日本実業出版社 2011.12 500001353 377.9||Sa

就活女子 ツカダマモル編著 ナカニシヤ出版 2013.8 500001882 377.9||Ts

就活女子のための就活迷宮から抜け出すトビラ 井上真里著
TAC株式会社出版事業部
(TAC出版) 2013.6 500001883 377.9||In

就職迷子の若者たち (集英社新書:0359E) 小島貴子著 集英社 2006.9 500001176 S377||Sh||0359E

採用・面接で「採ってはいけない人」の見きわめ
方 (Do books) 松下直子著 同文舘出版 2012.7 500001615 336.42||Ma

あなたが就職試験に受からない理由 (祥伝社新
書:254) 平野稔著 祥伝社 2011.10 500001092 S377||Sh||254

そのひと言で面接官に嫌われます (青春新書PLAY

BOOKS:P-1015) 丸山貴宏著 青春出版社 2014.5 500002187 S366||Se

2社で迷ったらぜひ、5社落ちたら絶対読むべき就
活本 : 受ける「順序」を変えるだけで内定率アッ
プ! 海老原嗣生著 プレジデント社 2011.1 500001546 377.9||Eb

就活生なら誰もが知りたい、だけど聞けない疑問
に現職人事担当者が本音で回答する本 就活生を応援する人事担当者の会著 洋泉社 2012.12 500001708 377.9||Sh

西山ゼミ就活の奇跡 : いまどき、驚異の内定率
95・4%! 西山昭彦著 プレジデント社 2012.4 500001606 377.9||Ni

とにかく決める!就職力 : 面接までに心得ておきた
いこと 松本憲昌著 かんき出版 2011.4 500001545 377.9||Ma

5/6



書　　名 著　者　名 出　版　者 出版日付 資料ID 請求記号

「就職活動のサクセスロード　起承転結」
令和3年度　6月28日～10月22日　企画展示

女子力就活! : 内定率100%の就活スクールの最強
メソッド 野村絵理奈, 会田幸恵著 ポプラ社 2012.11 500001713 377.9||No

1週間で面接に自信がつく本 : 採用面接はもう恐く
ない! 渡部幸著 ナツメ社 2018.6 100122513 377.9||Wa

面接の10分前、1日前、1週間前にやるべきこと :

会場に行く電車の中でも「挽回」できる! 海老原嗣生著 プレジデント社 2010.3 500001395 377.9||Eb

内定に直結する就活ノート術 : 自分だけの情報で
自己PRに差がつく! 坂本直文著 日本実業出版社 2009.10 500000435 377.9||Sa

カリスマ内定者100人の告白
PICASO-東大・早慶ベストセラー出
版会-著 主婦の友社 2011.4 500001552 377.9||Ka

大逆転の就活攻略法 : 188社落ちても内定とれた! :

10社内定! (Do books) 高田晃一著 同文舘出版 2013.9 500001884 377.9||Ta
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