
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ビジネス情報コーナーから、 
就職や転職、仕事、資格について考えるための 
手がかりとなる本をご紹介します。 
 

■ 就職 や転職 に取り組む際のヒント 

■ 面接 の準備、エントリーシート の書き方 

■ 職業 の内容を知るための情報  

■ どのような資格 があるのか、どうしたら取得できるのか 

■ 就職活動の準備としての業界情報  
 

 

貸出もできます。 
どうぞいちど手にとってご覧ください。 
（一部、貸出できない資料もあります。） 

 

 

職業･資格の本 
 

 

期 間：平成 28 年 6 月 10 日(金)～ 9 月 7 日(水) 
月曜・第 2 木曜休館。 

※ただし 7/18（月・祝）と 8/11（木・祝）は開館し、 

7/19（火）と 8/12（金）は休館します。 

場 所：愛知県図書館 １階ロビー 

 愛知県図書館開館25周年記念 企画展示  
 



愛知県図書館企画展示　職業・資格の本 開催期間 2016.06.10-2016.9.7

　最近受入したものを中心に展示図書の一部をご紹介します。これ以外にも多数の図書を展示しています。

書名 著者 出版社 出版年 資料コード

業界と職種がわかる本　'17年版 岸 健二／編 成美堂出版 2015.6 ﾋﾐ 377.9 ｷﾖ 1111040564

適社内定　「適性」から始めれば、就活はこんなに楽になる 村山 涼一／著 日本経済新聞出版社 2015.7 ﾋﾐ 377.9 ﾑﾗ 1111087927

業界&職種研究ガイド　'17 マイナビ編集部／編著 マイナビ 2015.7 ﾋﾐ 377.9 ｷﾖ 1111070527

内定力　2017 楠田 祐／著 マイナビ 2015.8 ﾋﾐ 377.9 ｸｽ 1111099552

最強の業界・企業研究ナビ　2017 木之本 敬介／著，あさがくナビ 編集部／著 朝日新聞出版 2015.11 ﾋﾐ 377.9 ｻｲ 1111137878

朝日キーワード就職　２０１７ 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 2015.11 ﾋﾐ 814.7 ｱｻ 1111137401

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 2015.12 ﾋﾐ 377.9 ｲｹ 1111152696

退職・転職を考えたらこの1冊　改訂7版　（はじめの一歩） 岡田 良則／著 自由国民社 2015.8 ﾋﾐ 366.2 ｵｶ 1111094716

下剋上転職 安井 元康／著 飛鳥新社 2015.8 ﾋﾐ 366.29 ﾔｽ 1111082537

図解わかる会社をやめるときの手続きのすべて　2015-2016年版 中尾 幸村／著，中尾 孝子／著 新星出版社 2015.6 ﾋﾐ 364.3 ﾅｶ 1111100214

最新!面接官の本音がわかれば30日で必ず内定がとれる！中谷 充宏／著 秀和システム 2013.10 ﾋﾑ 377.9 ﾅｶ 1110725839

好印象で面接に勝つ!就活メイク講座 寿 マリコ／著 ミネルヴァ書房 2014.5 ﾋﾑ 377.9 ｺﾄ 1110843930

新卒採用基準 廣瀬 泰幸／著 東洋経済新報社 2015.2 ﾋﾑ 377.9 ﾋﾛ 1110988043

資格取り方選び方全ガイド　2016年版 高橋書店編集部／編 高橋書店 2014.7 ﾋﾒ 366.29 ｼｶ 1110910720

女性の職業のすべて　2016年版 女性の職業研究会／編 啓明書房 2014.12 ﾋﾒ 366.29 ｼﾖ 1110971331

働く!「これで生きる」50人 共同通信社／編 共同通信社 2014.7 ﾋﾒ 366.29 ﾊﾀ 1110883720

鉄道員になるには　（なるにはBOOKS） 土屋 武之／著 ぺりかん社 2015.11 ﾋﾓ 686.36 ﾂﾁ 1111138104

消費生活アドバイザー資格がわかる本 日本産業協会／編著 産業能率大学出版部 2015.12 ﾋﾓ 365.07 ｼﾖ 1111156739

広告界就職ガイド　2017 宣伝会議マーケティング研究室／編集 宣伝会議 2015.12 ﾋﾓ 674.4 ｺｳ 1111162173

介護福祉士になるには　（なるにはBOOKS） 渡辺 裕美／編著 ぺりかん社 2015.12 ﾋﾓ 369.17 ﾜﾀ 1111163519

通訳ガイドというおしごと　（アルクはたらく×英語） 島崎 秀定／著 アルク 2016.1 ﾋﾓ 689.6 ｼﾏ 1111169245

理系学術研究者になるには　（なるにはBOOKS） 佐藤 成美／著 ぺりかん社 2016.2 ﾋﾓ 407 ｻﾄ 1111177837

こんなにおもしろい建築士の仕事 石井 大一朗／著 中央経済社 2016.2 ﾋﾓ 520.7 ｲｼ 1111177846

カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには　（なるにはBOOKS） 安田 理／編著 ぺりかん社 2016.2 ﾋﾓ 673.98 ﾔｽ 1111185436

あたらしいこころの国家資格「公認心理師」になるには 浅井 伸彦／著 秀和システム 2016.3 ﾋﾓ 146.89 ｱｻ 1111188634

税理士の「お仕事」と「正体」がよ～くわかる本 大野 晃／著 秀和システム 2016.4 ﾋﾓ 336.98 ｵｵ 1111203650

日経業界地図　2016年版 日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 2015.8 ﾋｾ 602.1 ﾆﾂ 1111103575

会社四季報業界地図　2016年版 東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2015.9 ﾋｾ 602.1 ｶｲ 1111103566

日経MJトレンド情報源 2016 日経MJ（流通新聞）／編 日本経済新聞出版社 2015.12 ﾋｾ 675 ﾆﾂ 1111147678

業種別業界情報　2016年版 中小企業動向調査会／編著 経営情報出版社 2016.1 ﾋｾ 603.6 ｷﾖ 1111155473

自動車業界のいまと未来がわかる本　（新書y） 中西 孝樹／著 洋泉社 2015.11 ﾋｾ 537.09 ﾅｶ 1111138178

最新総合商社の動向とカラクリがよ～くわかる本 丸紅経済研究所／編 秀和システム 2015.11 ﾋｾ 335.4 ｻｲ 1111149162

IT・ソフトウェア　2017年度版　（産業と会社研究シリーズ） 那野 比古／監修 産学社 2015.11 ﾋｾ 007.35 ｱｲ 1111164605

不動産　2017年度版　（産業と会社研究シリーズ） 伊藤 歩／著 産学社 2016.1 ﾋｾ 673.99 ｲﾄ 1111204710

最新環境ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 山守 麻衣／著 秀和システム 2016.2 ﾋｾ 519.19 ﾔﾏ 1111177873

最新医薬品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 荒川 博之／著 秀和システム 2016.4 ﾋｾ 499.09 ｱﾗ 1111204059

観光ビジネス未来白書　2016年版 加藤 弘治／編著 同友館 2016.4 ﾋｾ 689 ｶﾄ 1111203946

業界情報

請求記号

就職

転職・再就職

面接の心得・履歴書の書き方

職業・資格全般

各種職業・資格について

【お問合せ】 

愛知県図書館 総務課 企画グループ 

〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-9-3   

Tel 052-212-2323  Fax 052-212-3674 

【交通案内】 
・地下鉄/鶴舞線 または 桜通線「丸の内」下車 
8番出口から北へ徒歩5分 
・市バス/名古屋駅から 幹名駅1・名駅14 
「愛知県図書館」下車徒歩3分 

【開館時間】 

 午前10時～午後8時（土・日・祝日は午後6時まで） 


	★職業資格ちらし2016（カラー）
	★職業資格ちらし2016（裏面資料リスト）

