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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 

『就活のワナ』 

石渡 嶺司／著 講談社 2021 
377.9/ｲ 中央  

大きく変わったインターンシップと合同説明会の関係、激増するオンライン面接への対応法、多くの学生が勘違いして

いるエントリーシートの書き方、適性検査の準備等。コロナ禍で激変した就活の情報を網羅し解説する。 

『業界と職種がわかる本'23 年版』 

岸 健二／編 成美堂出版 2021 

J377.9/ｷﾞ

/23 
中央  

就職活動の流れを図解でわかりやすく解説している。自己分析から相性の良い業界を探すことができる。’22

版が駅南にあり。 

『就活のやり方＜いつ・何を・どう？＞ぜんぶ！』2023 年度版 

就職情報研究会／編 実務教育出版 2021 

377.9/ｼ

/23 
中央  

「就活」の基本がわかる! 情報収集の方法、業界地図、第一印象がアップするファッションとマナー、エン

トリーシート・履歴書の書き方、筆記試験・面接対策などを解説。オンライン就活にも対応。 

   

 (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 

『地方公務員の再就職』 

城戸 亮／著 第一法規 2020 
318.3/ｷ 中央  

再就職に活かせるよう、地方公務員の「売り」になる経験・能力を具体的に解説。 

『定年格差』 

郡山 史郎／著 青春出版社 2021 
159.4/ｺ 中央・行徳  

70 歳定年で働き方はどう変わる? 86 歳にして現役のビジネスマンが、「定年消滅時代」を楽しく生きるヒン

トを紹介。「定年格差」を乗り越える準備と変革法も伝える。 

 

 

「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」「キャリア」「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 

『転職学』 

中原 淳／著 小林 祐児／著 パーソナル総合研究所／著 

 KADOKAWA 2021 

J366.2/ｾ 
駅南・中央 

行徳 
4 

1 万 2 千人もの大規模調査を駆使し、科学的で誰にでも活用できるキャリア行動を解明。 

『Web 選考は「準備」が 9 割！』 

田中 亜矢子／著 自由国民社 2021 
J377.9/ﾀ 駅南・中央 5 

人事・採用を知り尽くした社労士が、自己 PR 動画の作り方や Web 面接突破のコツなどを解説。 

『私にも転職って、できますか？』 

安斎 響市／著 ソーテック社 2021 
J366.2/ｱ 駅南 4 

著者の実体験を基に転職活動で知っておきたいポイントを 5 章に亘って解説。転職デビルの Q＆A あり。 

 

(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  2023 年版 総合版』 

東洋経済新報社／編 東洋経済新報社 2021 

R377.9/ｼ

/23 

中央 

（館内閲覧） 
 

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。’22 版が駅南にあり。 

『図解入門業界研究』シリーズ 秀和システム 
J007.35～

J780 

駅南・中央 

行徳 
1～6 

各業界の専門用語の解説、企業の勢力図など豊富な情報を掲載し、業界を知る上で役に立つ一冊。 

『帝国データバンク会社年鑑 102 版（2022）東日本 1・2』 

帝国データバンク 2021 

R335.0/ﾃ

/102 

中央 

（館内閲覧） 
 

一定の信用基準を満たした優良・有力企業 14 万社の情報が記載された年鑑。会社の現況判断や取引企業

を調べることができる。独自項目として、同業種の全国及び県内の社数と順位を掲載している。 

 

 (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  2023 年版』 

高橋書店編集部／編 高橋書店 2021 

J366.2/ｼ

/23 
駅南・中央 4 

1000 種類の資格について取得方法、受験資格、受験費用、試験内容、問い合わせ先などを掲載。 

『世界一やさしい超勉強法 101』 

原 マサヒコ／著 飛鳥新社 2021 
379.7/ﾊ 中央・行徳  

勉強に関する名著 100 冊から、受験・資格試験から大人の学び直しまで、楽しく、効率よく勉強するための 101 のメソッドを紹介。 

『朝日キーワード就職 2023』 

朝日新聞社出版／編 朝日新聞出版 2021 

814.7/ｱ

/23 
中央  

就職活動で必要な最新時事用語と一般常識をコンパクトにまとめ、2021 年に話題になった人も取り上げる。 
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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 2〉2023 年新卒就活戦線〈1〉 

プレシーズンレポート大学 3 年生が選んだ就職人気企業ラン

キング 2021 夏 2023 卒就活〈前半戦〉調査 

週刊ダイヤモンド 

2021.12.18 

駅南・中央 

行徳・南行徳 

スペシャルリポート 

2021 年「女性が活躍する会社」ランキング 

日経ビジネス  

2021.05.17 
駅南・中央・行徳 

[独自診断]「出口」で評価する最強の学部 
週刊東洋経済 

2021.10.30 
駅南・中央・行徳 

                      

 (2) 求人広告で調べる 

(1) 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。 

(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 

毎索（毎日新聞 

データベース） 

1872 年から 1999 年までの毎日新聞

紙面イメージ、2000 年以降の記事全

文検索ができる。また、1989 年 11 月

からの『週刊エコノミスト』の全文記

事を収録。 

【キーワード：就職×学生】 

「就職内定率：今春大卒予定者、就職内定

率 83％ 12 月、前年より回復」 毎日新聞 

2022/1/15 大阪朝刊 p.27（507 文字） 

日経テレコン 「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」等

の記事を収録。また、企業・財務情報

や各種統計データの参照も可能。 

【キーワード：転職】 

「39％ スタートアップに転職し年収増

の割合－人材獲得へ報酬上げ」 

日本経済産業新聞 2022/2/1 p.11（569

文字） 
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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。 

2021 年 9 月から来館せずに「求職者マイページ」「オンラインハローワーク」「オンライン自主

応募」などの機能が使えるようになった。 

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。2022 年 2 月現在、61 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市川市内の窓口を紹介します。 

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～49 歳の方とその家族を対象に、無料で就労相談・就活支援をしている機関。個別相談の 

ほか、無料パソコン講座や職場体験などのプログラムもある。タワーズ・イースト 3F に市川駅前サテライトがある。 

 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 2021 年 2 月 12 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://wakamono-koyou-sokushin.mhlw.go.jp/
https://www.zenkyukyo.or.jp/jobsearch/
http://ichiura-saposute.com/

