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  就職するためには、様々な情報を収集することが必要になります。そのうえで自分に向いている職業

なのか、自分の希望と照らし合わせて考えることでしょう。その判断をするためには、正確な情報が大

切です。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

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 

『内定勝者みんなの合格実例＆最強セオリー』 

キャリアデザインプロジェクト／編著 実務教育出版 2022 

377.9/ﾅ

/24 
中央  

エントリーシートの作成手順を解説し、平凡な経験でも内定に近づくテクニックや 260 以上の内定実

例を掲載。「面接編」もあり。 

『こう動く！就職活動オールガイド 24 年版』 

高嶌 悠人／監修 成美堂出版 2022 

J377.9/ｺ

/24 
駅南 5 

筆記試験や面接の対策など、就職活動のあらゆる場面･状況の対応について動き方を解説。 

『就活のやり方＜いつ・何を・どう？＞ぜんぶ！』2024 年

度版 

就職情報研究会／編 実務教育出版 2022 

J377.9/ｼ

/24 

駅南・中央 

行徳 
5 

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。「就活」の基本をおさえた１冊。 

   

 (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 

『53 歳の新人 NHK のアナウンサーだった僕の転職』 

内多 勝康／著 新潮社 2022 
289.1/ｳ 中央・行徳  

アナウンサーから医療的ケア児のハウスマネージャーに転職した著者が、自身の経験を綴った 1 冊。 

『40 歳からの実践的キャリアデザイン』 

菊池 克幸／著 小倉 克夫／著 山岸 慎司／著 中央経済社 2020 
366.2/ﾖ 中央  

転職を考え始める 30 代後半～50 代前半の方向けに、キャリアプランニングに必要な理論や方法を解

説。20 人の経験談付き。 

 

 

「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 

『転職の最終兵器』 

安斎 響市／著 かんき出版 2022 
J366.2/ｱ 駅南・行徳 4 

「物語形式」で、転職の実践的な考え方を学び、転職活動の流れを知ることができる本。 

『「いい会社」はどこにある？』 

渡邉 正裕／著 ダイヤモンド社 2022 
366.2/ﾜ 中央・行徳  

やりがい・キャリア・労務環境など、就職・転職時の「会社選び」「仕事選び」について９つの視点・

１２の条件・３７の基準で解説。 

『すごい面接の技術 転職活動で「選ばれる人」になる唯一

の方法』 

安斎 響市／著 ソーテック社 2022 

366.2/ｱ 中央  

過去 4 回の転職を経験し、現役の面接官として中途採用に携わる筆者が教える面接の攻略本。 

 

(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 

『日経業界地図 2023 年版』 

日経経済新聞社／編 日経 BP 日本経済新聞出版 2022 
602.1/ﾆ/23 中央  

勢力関係や提携・出資関係・シェア、ランキングなど、業界・企業の「いま」と「これから」を豊富

なグラフ･表で解説。 

『就活のための「四季報」活用法』 

田宮 寛之／著 三修社 2021 
377.9/ﾀ 中央・行徳  

企業研究でよく使用される「四季報」の解説本。必要な情報を効率よく収集する手助けになる 1 冊。 

『帝国データバンク会社年鑑 103 版（2023）東日本 1・2』 

帝国データバンク 2022 

R335.0/ﾃ

/103 

中央 

（館内閲覧） 
 

一定の基準を満たした有力・優良企業の情報が記載された年鑑。各企業の動向について最新データが満載。 

 

 (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  2024 年版』 

高橋書店編集部／編 高橋書店 2022 

366.2/ｼ

/24 

行徳・信篤 

平田 
 

1000 種類の資格について受験資格、受験者数、合格率などのデータ、受験対策の方法をわかりやすく表示。 

『日経キーワード 2023-2024』 

日経 HR 編集部／編著 日経 HR 2022 

J332.1/ﾆ

/23 
駅南・中央 2 

日本経済、国際社会、労働・雇用など、テーマ別に社会の動きの傾向を読み解くキーワードとその解説を掲載。 

『現代用語の基礎知識 2023』 

自由国民社／編集 自由国民社 2023 
R031/ｹﾞ

/23 

駅南・中央 

行徳・南行徳・信篤 

（館内閲覧） 

R 

就職活動で必要な最新時事用語と一般常識を解説。2022年の重要人物やニュースのおさらいができる。 
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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 3〉2024 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 2022 年夏 2024 卒就活〈前半戦〉調査 

週刊ダイヤモンド 

2022.12.17 

駅南・中央 

行徳・南行徳 

あなたは転職すべきか、思いとどまるべきか 
プレジデント  

2022.12.16 
駅南・中央・信篤 

就職氷河期世代/ロスジェネの現在 
現代思想 

2022.12 
中央 

                      

 (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 

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：オンライン×就活】 

コロナ世代の自己ＰＲ「ガクチカ」より

学業を 曽和利光（就活のリアル） 

 日本経済新聞 2023/2/7 夕刊 P.2

（1134 文字） 

朝日新聞クロスサ

ーチ 

1879 年の創刊号から今日まで約 140

年にわたる紙面から約 1600万件の記

事・広告が検索できる日本国内最大級

の新聞記事データベース。 

【キーワード：転職】 

「本当の退職理由、会社に言わず」4 割 

人材会社が調査「円満退職したい」「理解

されない」 

朝日新聞 2023/2/6 朝刊 P.23（991 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 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。 

② しょくばらぼ（職場情報総合サイト） 

    ☛ https://shokuba.mhlw.go.jp/ 

厚生労働省が運営する職場改善に積極的な企業の残業時間（時間外労働時間）や有給休暇取得

率、平均年齢などの職場情報を検索・比較できる Web サイト。 

 ③ jobtag（職業情報提供サイト、日本版 O-NET) 

        ☛ https://shigoto.mhlw.go.jp/User 

       就業未経験の人や再就職先を探している人が、どんな職業があるのかを色々な切り口から探した

り、その職業で行われる一般的な仕事内容・作業、どんなスキルや知識を持った方が働いている

のか調べることができる。 

 

    

       

 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｜千葉労働局 

    ☛ https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hw/anteisyo/anteisyo02.html 

    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・浦安市を管轄区域とするため、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 2023 年 3 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/
http://ichiura-saposute.com/

