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  就職するまでには、様々な情報を取得し、比較検討したうえで、自己分析をして自分を売り込んでい

くことが必要となります。情報が溢れているこの現代社会で、自分に必要な情報を見つけるのは簡単な

ことではありません。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

募書類の作成や面接対策など、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 '21 年版』 

高嶌 悠人／監修 成美堂出版 2019 

J377.9/ｺ

/21 
駅南 ５ 

就職活動のあらゆる場面に対応した、内定を勝ち取るための実践的な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。※最新版（2021-2023）は中央のみ所蔵。 

『就活のやり方〈いつ・何を・どう?〉ぜんぶ!  2020 年度版』 

就職情報研究会／編 実務教育出版 2018 

J377.9/ｼ

/20 
駅南・中央 5 

この一冊で、就職活動の全体を知ることができる総合本。※最新版（2021 年度版）は中央のみ所蔵。 

   

 (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 

『定年後も働きたい。 人生 100 年時代の仕事の考え方と見

つけ方』 

松本 すみ子／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2019 

J366.2/ﾏ 

駅南・中央 

行徳・南行徳 

信篤・平田 

４ 

シニアライフの第一人者が、セカンドキャリアに対する考え方や、仕事の見つけ方について解説。 

『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 
4 

中高年に焦点を当て、ハローワークの求人広告を自在に使いこなす方法など、実用的な知識を紹介。 

 

 

 

「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」「企業」「業界」 

「面接」「自己分析」「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 

『転職大全 キャリアと年収を確実に上げる戦略バイブル』 

小林 毅／著 朝日新聞出版 2019 
J366.2/ｺ 

駅南・中央 

行徳 
4 

転職を考えた時にまずすることから、職務経歴書の書き方・面接対策までをわかりやすい対話形式で解説。 

『退職・転職成功マニュアル 全図解・最新版』 

島田 弘樹／著 ぱる出版 2019 
J366.2/ｼ 

駅南・中央 

行徳 
4 

キャリアアップ転職のコツや、転職前後に損をしないために必要な知識や手続きが一目でわかる。 

『最新最強の履歴書・職務経歴書 '18 年版』 

矢島 雅己／監修 成美堂出版 2016 
J366.2/ｻ 駅南 4 

応募用紙選びから送付前のチェックポイントまで詳しく解説。※最新版（2019 年度版）は中央のみ所蔵。 

  

(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  2021 年版 総合版』 

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2019 

J377.9/ｼ

/21 

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。企業を調査した記者からの評価コメントもあり。 

『東京五輪後でもぐんぐん伸びるニッポン企業 2020 年以

降の業界地図』 

田宮 寛之／著 講談社 2018 

V602.1/ﾀ 
駅南・行徳 

南行徳 
13 

「外国人消費者を取り込む」「社会貢献」など、テーマごとに優良企業を上場企業中心に厳選して紹介。 

『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 の資格を分野ごとにわけ、取得方法、受験資格、受験費用、

試験内容、問い合わせ先などを掲載。※2021 年版（最新版）は中央・平田・大野公に所蔵。 

『「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 

就職・転職に役立つ知識や技能を習得できる「職業訓練」をフル活用する方法を紹介。 

『〈図解〉まるわかり時事用語  2020→2021 年版』 

ニュース・リテラシー研究所／編著 新星出版社 2020 

J814.7/ｽﾞ

/20 
駅南・中央 6 

押さえておきたい重要時事を、見開き 2 ページで豊富なイラスト図解とともにわかりやすく解説。 
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(1) 雑誌で調べる 

(1)  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 

1 分で心をつかむ！履歴書、職務経歴書の鉄板法則

とは 

週刊ダイヤモンド 

2019.12.21 

駅南・中央・ 

行徳・南行徳 

特集 「学生」「親」「人事部」必読！「ルール廃止」

で激変する「就活戦線」の必勝戦略 
週刊新潮 2019.2.7 全 6 館 

主要 11 種 あなたの転職市場価値が一目でわかる 

年齢×ポジション別年収マトリックス 
週刊東洋経済 2019.9.28 駅南・中央・行徳 

                      ※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 

(1) 駅南のビジネス支援コーナーには、4 種類の求人広告を提供しています。 

(1) ・ハローワーク求人情報（毎週月曜更新） 

(1) ・Create 仕事発見（毎週月曜更新） 

(1) ・アイデム 江戸川、葛飾、市川エリア（毎週日曜更新） 

(1) ・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や 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】 

「70 歳まで就労機会、関連法案閣議決定 

企業に努力義務」 朝日新聞 2020 年 02

月 05 日 朝刊 3 総合 003 

日経テレコン 21 「日経新聞」「日経産業新聞」「日経MJ

（流通新聞）」「日経プラスワン」等の

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／面接／自己 PR】 

「悩ましい面接、どう自分を PR？―エピ

ソードより「考え方」前面に、「頑張った 

こ と 」 羅 列 せ ず 」 日 経 産 業 新 聞 

2019/4/17 11 ページ 

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：ミドル転職】 

「ミドル転職市場の実像 40 代転職者は

9 年で 5 倍 産業構造の転換追い風に」 

エコノミスト 4610 2019.7.23 p.19-

20 
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 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.mhlw.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の検索が可能。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となる。 

② 若者雇用促進総合サイト 

    ☛ https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/ 

    厚生労働省が運営する、若者雇用促進法に基づいて職場情報の提供を行う企業の情報が検索で

きるデータベース。新卒者や既卒者の就職を支援する新卒応援ハローワークの紹介や、若者の雇

用管理の状況などが優良な中小企業（ユースエール認定企業）の紹介など、就職活動に役立つ情

報が盛り込まれている。 

 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。2020 年 2 月現在、70 社を掲載。「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回答している。 

 

    

       

  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。（市川市内） 

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 歳の方とその家族を対象に、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。  

最終アクセス 2020 年 2 月 14 日 

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 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
https://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/
https://www.zenkyukyo.or.jp/jobsearch/
http://ichiura-saposute.com/

