
愛知県図書館 ビジネス情報コーナー ミニ展示 
 

職職職業業業･･･資資資格格格ののの本本本   
 

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、履歴書 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。） 

 

 

                          

 

 

 

 

問い合わせ先 

   〒460-0001名古屋市中区三の丸一丁目９番３号 

愛知県図書館 サービス課 社会・自然・国際グループ 

TEL 052-212-2323 FAX 052-212-3674 

http://www.aichi-pref-library.jp/ 

 

交通のご案内 

○地下鉄鶴舞線・桜通線「丸の内」駅下車  

８番出口から北へ徒歩５分 

○市バス幹名駅１系統・名駅１４系統「愛知県図書館」下車  

徒歩 3分 

 

 

問い合わせ先 

名古屋市中区三の丸 1-9-3 

愛知県図書館 

ＴＥＬ 052-212-2323 

ＦＡＸ 052-212-3674 

http:// 

期 間：平成 26 年 7 月 11 日(金)～ 10 月 8 日(水) 
月曜・第2木曜休館。 

ただし7/21と9/15の月曜は開館し、7/22と9/16の火曜は休館します。 

場 所：愛知県図書館 ４階エレベーター前 

http://www.aichi-pref-library.jp/


愛知県図書館ビジネス情報コーナー ミニ展示　職業・資格の本 開催期間 2014.07.11-2014.10.08

　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

知っておきたい業界別「仕事」を考える本 占部 礼二／著 ユーキャン学び出版2013.04 ﾋﾐ 377.9 ｳﾗ 1110631652

日本がヤバイではなく、世界がオモシロイから僕らは動く。太田 英基／著 いろは出版 2013.05 ﾋﾐ 366.29 ｵｵ 1110688010

あたらしい働き方 本田 直之／著 ダイヤモンド社 2013.06 ﾋﾐ 159.4 ﾎﾝ 1110678668

何のために働くのか　（文春新書） 寺島 実郎／著 文藝春秋 2013.06 ﾋﾐ 159.4 ﾃﾗ 1110669909

未来の働き方を考えよう ちきりん／著 文藝春秋 2013.06 ﾋﾐ 366.04 ﾁｷ 1110663306

「就活」サポートブック 東洋大学総合情報学部「キャリアデザイン」研究会／編同文舘出版 2013.08 ﾋﾐ 377.9 ｼﾕ 1110710872

「見た目が9割」内定術 竹内 一郎／著 産経新聞出版 2013.10 ﾋﾐ 377.9 ﾀｹ 1110757716

朝日キーワード就職　２０１５ 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 2013.10 ﾋﾐ 814.7 ｱｻ 1110736725

ホワイト企業 経済産業省／監修 文藝春秋 2013.11 ﾋﾐ 366.38 ﾎﾜ 1110763885

失敗しない!転職の技術 高野 秀敏／著 高橋書店 2013.05 ﾋﾐ 366.29 ﾀｶ 1110659887

普通のサラリーマンのためのグローバル転職ガイド 大石 哲之／著 東洋経済新報社 2013.05 ﾋﾐ 366.29 ｵｵ 1110631438

本気の転職パーフェクトガイド 森本 千賀子／著 新星出版社 2013.12 ﾋﾐ 366.29 ﾓﾘ 1110763876

女子学生のための最強の就職面接　'15年版 成美堂出版編集部／編成美堂出版 2013.07 ﾋﾑ 377.9 ｼﾖ 1110688190
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 2014.05 ﾋﾑ 377.9 ｺﾄ 1110843930

40歳からは「この資格」を取りなさい　（中公新書ラクレ）高島 徹治／著 中央公論新社 2013.03 ﾋﾒ 366.29 ﾀｶ 1110755604

仕事のカタログ　2014-15年版 自由国民社 2013.05 ﾋﾒ 366.29 ｼｺ 1110655903

「職業訓練」150%トコトン活用術 日向 咲嗣／著 同文舘出版 2014.02 ﾋﾒ 366.29 ﾋﾕ 1110802310

海上保安大学校・海上保安学校への道　平成25年版 海上保安協会／監修 成山堂書店 2013.03 ﾋﾓ 557.8 ｶｲ 1110637600

ホテル経営者101人のメッセージ 太田 進／編著 オータパブリケイションズ2013.03 ﾋﾓ 689.8 ｵｵ 1110607871

海のプロフェッショナル　２ 窪川 かおる／編 東海大学出版会 2013.05 ﾋﾓ 452.04 ｳﾐ 1110660430

音楽の仕事で生きていく 北原 菜戸実／著 エンタイトル出版 2013.06 ﾋﾓ 760.9 ｷﾀ 1110772507

中小企業診断士　（わたしの仕事） 幸本 陽平／著 新水社 2013.09 ﾋﾓ 335.35 ｺｳ 1110718709

国際協力ガイド　2015 国際開発ジャーナル社2013.10 ﾋﾓ 333.8 ｺｸ 1110748682

ゲームはこうしてできている 岸本 好弘／著 ソフトバンククリエイティブ 2013.10 ﾋﾓ 589.77 ｷｼ 1110726658

福祉・介護の資格と仕事 梅方 久仁子／著 技術評論社 2013.12 ﾋﾓ 369.17 ｳﾒ 1110763731

鉄道業界就職ガイドブック　2015 イカロス出版 2013.12 ﾋﾓ 686.36 ﾃﾂ 1110768157

ホテル業界就職ガイド　2015年 オータパブリケイションズ2013.12 ﾋﾓ 689.8 ﾎﾃ 1110771321

子どもと働く　（なるにはBOOKS） 木村 明子／著 ぺりかん社 2014.02 ﾋﾓ 366.29 ｷﾑ 1110802437

保健体育教師になろう！ 伊藤 博子／著 大修館書店 2014.03 ﾋﾓ 375.49 ｲﾄ 1110815079

銀行員になるには　（なるにはBOOKS） 泉 美智子／著 ぺりかん社 2014.04 ﾋﾓ 338.51 ｲｽ 1110837263

ファッション界就職読本　2015 アパレルルーム 2014.04 ﾋﾓ 589.2 ﾌｱ 1110840948

すぐ分かるスーパーマーケット日配の仕事ハンドブック 「食品商業」編集部／編商業界 2014.04 ﾋﾓ 673.86 ｽｸ 1110830235

プロのイラストレーターになる！ イラストノート編集部／編誠文堂新光社 2014.04 ﾋﾓ 726.5 ﾌﾛ 1110835920

海のいのちを守る 渋谷 正信／著 春秋社 2014.05 ﾋﾓ 558.04 ｼﾌ 1110860305

林業男子 山崎 真由子／著 山と溪谷社 2014.05 ﾋﾓ 651.7 ﾔﾏ 1110854540

JR・私鉄・運輸　2014年度版　（最新データで読む産業と会社研究シリーズ）老川 慶喜／監修 産学社 2013.02 ﾋｾ 682.1 ｼｴ 1110672996

最新インテリア業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 本田 榮二／著 秀和システム 2013.04 ﾋｾ 583.7 ﾎﾝ 1110631877

世界業界マップ　2013-14 グローバル企業調査会／著ダイヤモンド社 2013.05 ﾋｾ 602 ｾｶ 1110660494

スポーツ業界の歩き方 河島 徳基／著 ぱる出版 2013.07 ﾋｾ 780 ｶﾜ 1110685528

日経業界地図　2014年版 日本経済新聞社／編日本経済新聞出版社2013.08 ﾋｾ 602.1 ﾆﾂ 1110711619

ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 B2B編 イノウ／編著 技術評論社 2013.10 ﾋｾ 509.21 ﾋﾄ 1110708041

日経MJトレンド情報源 2014 日経MJ（流通新聞）／編 日本経済新聞出版社2013.10 ﾋｾ 675 ﾆﾂ 1110736331

食品 2015年度版　（産業と会社研究シリーズ） 芝崎 希美夫／監修 産学社 2013.11 ﾋｾ 588.09 ｼﾖ 1110762082

IT・ソフトウェア 2015年度版　（産業と会社研究シリーズ）那野 比古／監修 産学社 2013.12 ﾋｾ 007.35 ｱｲ 1110787199

最新化学業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 田島 慶三／著 秀和システム 2013.12 ﾋｾ 570.21 ﾀｼ 1110764710

よくわかる商社　（最新業界の常識） 中岡 稲多郎／著 日本実業出版社 2014.01 ﾋｾ 335.4 ﾅｶ 1110783780

最新薬局業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 藤田 道男／著 秀和システム 2014.02 ﾋｾ 499.09 ﾌｼ 1110799645

印刷業界大研究 印刷業界研究会／編産学社 2014.04 ﾋｾ 749.09 ｲﾝ 1110842540

広告ビジネス次の10年 横山 隆治／著 翔泳社 2014.05 ﾋｾ 674.4 ﾖｺ 1110853703

　　　　　　　編集・発行　愛知県図書館　ビジネス情報コーナー　2014.07

業界情報

各種職業・資格について

転職・再就職

請求記号

就職

面接の心得・履歴書の書き方

職業・資格全般

 


