
市川駅南口図書館 パスファインダー（調べ方案内） 

                                        2019 年 2 月作成 

1 

 

 

 

 

 

  仕事を探してそこに就くまでには、様々な情報を取得し、比較検討したうえで、自分を売り込んでい

くことが必要です。情報が多い現代社会で、自分に必要な仕事情報を見つけるのはなかなか難しいで

す。そこで、「就職」「転職」「再就職」を考えている方に、業界情報や仕事情報、応募書類の作成、面

接対策など就職に役立つ情報・資料をご紹介します。 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

(1) 就職活動（新卒）の方法 

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『こう動く!就職活動オールガイド '18 年版』 

高嶌 悠人／監修 成美堂出版 2016 

J377.9/ｺ

/18 
駅南 ５ 

就職活動の始め方、情報収集、書類の書き方、面接まで、段階ごとに実践的ノウハウをわかりやすく解説。 

『絶対内定  2016 ［1］～［５］』 

杉村 太郎・熊谷 智宏／著 ダイヤモンド社 2014 

J377.9/ｽ 

/16-１～5 
駅南・中央 5 

20 年以上版を重ねている就活本。①自己分析とキャリアデザインの描き方、②エントリーシート・履歴書、

③面接、④面接の質問、⑤服装・マナーの 5 冊で構成されている。※最新版（2020）は中央のみ所蔵。 

『早期内定のトリセツ』 

日本経済新聞社／編 日本経済新聞出版社 2016 
J377.9/ｿ 駅南・中央 5 

日経記者が、企業や就活生の声を取材。就活の全ステージ、対策を解説しながら、早期内定を取るための

ノウハウを教えてくれる。日経電子版の連載「就活探偵団」等の記事に加筆・修正したもの。 

   

 (2) 中高年の就職活動  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『58 歳からのハローワーク 200%活用術』 

日向 咲嗣／著 朝日新聞出版 2018 
J366.2/ﾋ 

駅南・中央 

行徳・南行徳 
４ 

ハローワークの使いこなし方、就活の技術など、中高年に焦点をあてて解説。 

『55 歳からのリアル仕事ガイド』 

松本 すみ子／監修 朝日新聞出版／編著 朝日新聞出版 2018 
J366.2/ｺﾞ 

駅南・中央・行徳 

南行徳・信篤・大野公 
4 

年金をもらいながら働く事例や、シニアの仕事の探し方、おすすめの仕事・資格のガイドもあり。 

 

 

 

「就職に役立つ情報」を調べる 

◆◇◆ 調べるときのキーワード ◇◆◇ 

 「仕事」「就職」「転職」「資格」「自己分析」「業界」 

「面接」「職務経歴書」「再就職」など 
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(3) 転職を考えたら     

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『転職に向いている人転職してはいけない人』 

黒田 真行／著 日本経済新聞出版社 2017 
J366.2/ｸ 駅南・中央 4 

転職を考えたときの自分の価値の把握の仕方、失敗しない転職活動のポイントなどを実例をあげて解説。 

『30 代 40 代のための転職完璧(パーフェクト)ガイド』 

中谷 充宏／著 秀和システム 2014 
J366.2/ﾅ 

駅南・中央 

行徳 
4 

ミドルの転職で押さえておくこと、求人情報の見つけ方、書類の書き方、面接トークまで、成功するため

のポイントと事例を豊富に掲載。 

『転職者のための職務経歴書・履歴書・添え状の書き方』 

谷所 健一郎／著 マイナビ 2014 

J366.2/ﾔ

/16 
駅南・中央 4 

採用を獲得する応募書類（職務経歴書・履歴書・添え状）の書き方を解説。サンプルも豊富に掲載。 

  

(4) 業界情報・企業情報について調べる  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『就職四季報  2018 年版 総合版』 

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2016 

J377.9/ｼ

/18 

駅南 

中央（館内閲覧） 
5 

学生向けに約 5000 社の企業情報を掲載。採用実績、給与、休暇、離職率、平均勤続年数といった会社研究

や会社比較などのデータを掲載。※中央図書館には最新版（2020 年版）あり。 

『図解!業界地図  2019 年版』 

ビジネスリサーチ・ジャパン／著 プレジデント社 2018 

J602.1/ｽﾞ

/19 
駅南・中央 5 

主要企業の売り上げ、営業利益などを最新データで示し、各業界の動向をわかりやすく解説。 

『こんな会社で働きたい  千葉編』 

クロスメディア HR 総合研究所／[編] クロスメディア・

パブリッシング 2018 

J335.2/ｺ 

駅南・中央 

行徳・南行徳 

信篤・大野公 

2 

千葉の先進的な取り組みをしている企業、技術力のある企業、地元に貢献する企業など、21 社を紹介。 

 

 (5) 資格・教養を身につける  

本の情報 請求記号 所蔵館 駅南棚番号 

『資格取り方選び方全ガイド  2019 年版』 

高橋書店編集部／編 高橋書店 2017 

J366.2/ｼ

/19 
駅南・南行徳 4 

就職・転職・キャリアアップに使える約 1000 の資格を分野ごとわけ、受験資格、試験内容、受験者数、合

格率などのデータを紹介。※2020 年版（最新版）は行徳・信篤に所蔵 

「職業訓練」150%トコトン活用術』 

日向 咲嗣／著 同文舘出版 2014 
J366.2/ﾋ 

駅南・行徳 

南行徳・信篤・平田 
４ 

「職業訓練」をフルに活用して就職・転職に役立つ知識や技能を習得する方法を解説。 

『図解でわかる時事重要テーマ 100  2020 年度版』 

日経 HR 編集部／編著 日経 HR 2018 

J814.7/ｽﾞ

/20 
駅南・中央 6 

就活に必要な国内外の時事ニュース、政治・経済のキーワード、経済用語などをやさしく解説。 
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(1) 雑誌で調べる 

ビジネス雑誌や時事を扱った週刊誌などで就労に関する最新の情報を入手できます。 

記事 雑誌名 所蔵館 

特集 2025 年稼げる新職業 : 親子で考える仕事選び 日経ビジネス 2018.7.2 駅南・中央・行徳 

特集 学生が行ってみたいインターンシップ 人気企

業ランキング 

週刊ダイヤモンド 

2018.12.22 

駅南・中央 

行徳・南行徳 

特集 人生最後の節目 「65 歳」再就職術の「勝ち組」

「負け組」 
週刊新潮 2018.11.15 全 6 館 

                      ※全 6 館…駅南、中央、行徳、信篤、南行徳、平田 

 

 (2) 求人広告で調べる 

  駅南のビジネス棚には、4 種類の求人広告を提供しています。 

  ・ハローワーク求人情報（毎週月曜更新） 

  ・Create 仕事発見（毎週月曜更新） 

  ・アイデム 江戸川、葛飾、市川エリア（毎週日曜更新） 

  ・ジョブ・アイデム首都圏版（毎週月曜更新） 

 

 

 

 駅南では、新聞・雑誌記事、法律や判例を検索できるデータベースがあります。館内に設置されたノー

トパソコンでご利用ください。有料でプリントアウトすることもできます。 

データベース名 内容 検索結果例 

聞蔵Ⅱビジュアル 

（朝日新聞データ

ベース） 

1979 年から 1989 年までの朝日新聞

縮刷版の記事の表示、また 1985 年か

らの「朝日新聞」「週刊朝日」「アエラ」

の記事のキーワード全文検索ができ

る。 

【キーワード：再就職】 

「高齢者住宅でシニア再就職応援セミナ

ー 150 人参加、アドバイスに耳 千葉

県」 朝日新聞 2018/12/08 朝刊 

33p（550 文字） 

日経テレコン２１ 「日経新聞」「日経産業新聞」「日経Ｍ

Ｊ（流通新聞）」「日経プラスワン」な

どの記事を収録。1975 年からの見出

しと一部の抄録、1981 年からは記事

の全文検索がで/きる。また、企業・

財務情報や各種の統計データの参照

も可能。 

【キーワード：就活】 

「21 年卒も面接 6 月解禁、就活新ルー

ル、政府決定。」日本経済新聞 

2018/10/30 朝刊 1ｐ（503 文字） 

 

Magazineplus 

（日外アソシエー

ツ） 

 

一般誌から専門誌、学術論文まで幅広

く横断検索できる日本最大規模の雑

誌記事データベース。 

【キーワード：転職】 

「崩れ始めた『35 歳限界説』経験とスキ

ルを生かす中高年転職のツボ」 日経ビ

ジネス 1965 2018/11/05 ｐ.40-43 



                       

4 

 

  

 

 テーマに関連する機関のホームページをご紹介します。 

 ① ハローワークインターネットサービス 

☛ https://www.hellowork.go.jp/ 

    全国550以上のハローワークや他の付属施設で集められた求人を検索することができる。また、

応募書類の作り方、失業した時に必要となる手続き、受けられる支援などについても知ることがで

きる。登録することで、より多くの求人情報が入手可能。 

 

② 大卒等就職情報 WEB 提供サービス 

     ☛ http://job.gakusei.go.jp/ 

    厚生労働省が、学生・既卒者を対象に就職をサポートするため、企業情報・求人情報が提供され

ているサイト。全国で開催されている自己分析、履歴書作成の基礎知識、就職面接会などのイベン

ト情報も閲覧できる。 

 

 ③ 求人メディア検索（（公社）全国求人情報協会） 

     ☛ https://www.zenkyukyo.or.jp/jobsearch/ 

    民間事業者が提供する求人メディアを検索できるサイト。2019 年 2 月現在、71 社掲載。仕事さ

がしのＱ＆Ａでは、求人広告の見方、仕事探しから内定までの様々な疑問に答えている。 

 

    

       

 仕事情報の提供や、就労についての様々な相談を受け付けている窓口を紹介します。 

（1） 市川市内の窓口 

① いちかわ・うらやす若者サポートステーション 

 http://ichiura-saposute.com/ 

 市川市宝 2-10-18-1F TEL：047-395-3053 （10：00～17：00 日・月・祝、年末年始除く） 

 働くことに悩みを抱えている 15 歳～39 歳の方を対象に、無料で就労相談・就活サポートをし

ている機関。個別相談のほか、無料パソコン講座や職場体験などプログラムもある。 

 

  ② ハローワーク市川 

    市川市南八幡 5-11-21  TEL：047-370-8609 （8：30～17：15 土・日・祝、年末年始除く） 

    市川市・浦安市を管轄地域とするため、この地域の求人を多く取り扱っている。 

 

  ※このリストで紹介した以外の関連資料も所蔵しています。お探しの資料が見つからないときは、 

お気軽にレファレンスカウンターにお尋ねください。 

市川市市川駅南口図書館     〒272-0033 市川市市川南 1-10-1 

（指定管理者 ㈱ヴィアックス）    I-link タウンいちかわ ザ タワーズ ウエスト 3階 

                          TEL 047-325-6241 
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