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堺市立図書館 
平成２６年１月３１日 

就職活動について 

図書館の本のデータには

何について書かれている本

かがわかるよう、件名（キー

ワード）が与えられているも

のがあります。 

「就職」 

「学生」 

「資格」 

「面接法」 

「時事用語」 

「企業-(地域名)」 

などが今回対象となる本に

よく与えられている件名(キ

ーワード)です。ひとつもしく

は複数の件名を組み合わせ

て検索すると、それに該当す

る内容の資料を探し出すこと

ができます。 

件名と同様に図書館の本

には分類番号が付与してあ

ります。就職活動に関する本

は主に 

「377.9」学生･学生生活

「366.29」職業･職業紹介 

などがそれにあたります。就

職活動に限らない企業情報

や業界情報は業種ごとの分

野に分かれることもあります

ので、それぞれ見ていただく

必要があります。 

[例] 

金融･銀行 

→｢338｣金融･銀行･信託 

建設・土木 

→｢510｣建設･土木工学 

産業全体 

→｢602｣産業史・事情 

不動産 

→｢673.99｣サービス業 等

旅行業界 

→「689」観光事業 

社会に出る最初の第一歩として、就職先の選択は人生の大きな分岐点と言えるで

しょう。自分にあった就職先を探すために、図書館にはどんな資料があるのか、ご紹

介していきましょう。 

 

１）業種・職種を知る 

まずどんな仕事があるのか、どんな職に就きたいかを考える材料を探しましょ

う。 

『世界一わかりやすい業界と職種がわかる本 '15』 自由国民社 2013 

2010年から毎年出版されています。 

『あなたの天職がわかる最強の自己分析』 梅田幸子/著 中経出版 2009 

『絶対内定 2015 自己分析とキャリアデザインの描き方』 杉村太郎/著 ダイヤ

モンド社 2013 

  20年近く出版されている就職活動本の１巻目です。このあと②エントリー 

シート・履歴書  ③面接  ④面接の質問  ⑤服装・マナー と続きます。 

 

２）企業を知る・探す 

会社・企業を知りたい・調べたいという方は、以下のような本をご覧ください。 

『会社四季報業界地図 2014年版』 東洋経済新報社 2013 

 主要な業界の動向、勢力図、提携相関図などを簡潔にまとめてあります。 

『日本の優良企業パーフェクトブック 2015年版』 就活役立ちランキング集 日経

HR 2013 

 働きやすさを様々な観点から比較してランク付けし掲載しています。大手だけ

でなく中堅・中小企業の紹介もあります。 

『就職四季報 2014年版』 東洋経済新報社 2012 

総合版と女子版があり、2013年に中堅･中小企業版が追加されました。採用予

定、給料額、離職率、平均勤続年数の数値ほかを掲載。『『就職四季報』パーフ

ェクト活用術』という本も 2010年に出版されていますので、あわせてご活用く

ださい。 

『就活が変わる! 優良中堅企業の見つけ方』 三浦紀夫/著 PHP 研究所 2012 

『優良な中堅・中小企業への就職』 雇用開発センター 2012 

  上記 2冊のように、大手企業以外を取りあげた本もあります。 

 

３）就職活動の How to 

就職活動のきっかけに、以下のような本をご覧ください。 

『就活始めるブック 2014年度版』 実務教育出版、2012 

『就活のやり方<いつ・何を・どう?>ぜんぶ! 2015年版』 実務教育出版 2013 

『内定者はこう書いた! ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄ・履歴書・志望動機・自己 PR完全版 2015年度

版』 坂本直文/著 高橋書店 2013 

と     しょ   かん         かい   けつ 

図書館で調べ物をしてみませんか？ 
しら     もの 
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面接に的を絞った本もあります。件名「面接法」で検索すると調べられます。

『面接の達人』のように内容は幅広く掲載しているものもあります。 

『面接の達人』シリーズ 中谷彰宏/著 ダイヤモンド社 2013 

『内定を決める! 面接の極意 2015年度版』 酒井正敬/著 高橋書店 2013 

『内定者の面接 '15年版』 成美堂出版 2013 

４）資格・教養を身につけるために 

 就職活動を有利に進めるための資格や教養を身につけておこうという方は、こ

ちらに挙げるような本をご覧ください。件名にそれぞれ「資格」や「時事用語」

と入力して検索すると調べられます。 

『最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド '15年版』成美堂出版 2013 

『資格取り方・選び方オールガイド 2015年版』 日本文芸社 2013 

『朝日キーワード就職』 2015 朝日新聞出版 2013 

５）就職活動をどう捉えて挑むか 

How to本とは別に、就職活動について書かれた本を読むことで、心構えを身

につけるのも良いかもしれません。 

『就活に「日経」はいらない』成毛眞/著 新潮社 2011 

『就活のリアル』 福与弘己/著 中央経済社 2012 

『2社で迷ったらぜひ、5社落ちたら絶対読むべき就活本』海老原嗣生/著 プレジ

デント社 2011 

『就活の勘違い』 楠木新/著 朝日新聞出版 2010 

 

６）インターネットを活用する 

インターネットを利用して、就職活動をする方も増えています。 

『Facebookで就活に成功する本』高橋暁子/著 自由国民社 2011 

『iPhone 就活術』ジョブウェブ/監修 インプレスジャパン 2010 

『Twitter 就活』増永寛之/著 ダイヤモンド社 2010 

『スマートフォン就活術』伊澤諒太/著 東洋経済新報社 2011 

７）主な就職活動関連サイト 

「日経就職ナビ（日経 HR）」 

「リクナビ（リクルート）」 

「マイナビ（マイナビ）」 

「学生の就職情報(エン・ジャパン)」 ／「ダイヤモンド就活ナビ（ダイヤモンド・ビッ

グアンドリード）」 ⇒新卒学生向け就職情報サイト 

「みんなの就職活動日記(楽天) 」⇒ クチコミ就職活動サイト 

「就活 SWOT」 ⇒就職活動対策・企業研究総合サイト 

（括弧）は運営会社名です。各サイトの URLは、検索エンジンでお調べくださ

い。 

堺市ホームページの就職に関する項目 

「早引きインデックス 就職・退職」のページ

http://www.city.sakai.lg.jp/hayabiki/shushoku.html 

さかい JOBステーション、ハローワークインターネットサービス、JOBカフェ大

阪などのサイトへのリンクを掲載しています。 

（今回掲載しているのは、すべて平成 26年 1月 23日現在の所蔵状況です。） 
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