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　就活全般
高校生の就職活動オールガイド '22年版
就職対策を1冊でマスター!

加藤 敏明／監
修

成美堂出版 2020.11
366.29/ｶﾄ
21/2022

0015392129

就活のワナ  あなたの魅力が伝わらない理由
石渡 嶺司／
[著]

講談社 2021.1 377.9/ｲｼ21/ 0015727134

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 2022.5
377.9/ｾｲ
04/2024

0015497928

就職活動1冊目の教科書  「納得の内定」をめ
ざす

就活塾キャリア
アカデミー／著

KADOKAWA 2021.2 377.95/ｼﾕ21/ 0015430184

図解戦略就活メソッド  「正しい努力」で結果を
出す

林 晃佑／著
日本実業出
版社

2021.4 377.95/ﾊﾔ21/ 0015687536

留学生のためのシューカツブック 莊 嚴／著
秀明大学出
版会

2022.6 377.95/ﾘﾕ22/ 0015500689

　キャリアデザイン
16歳の仕事塾  高校生と親・先生のためのキャ
リアデザイン

堀部 伸二／著 中央経済社 2022.3 366.29/ﾎﾘ22/ 0016053191

「目標が持てない時代」のキャリアデザイン  限
界を突破する4つのステップ

片岡 裕司／著
日経BP日本経
済新聞出版本部 2021.9 366.29/ﾓｸ21/ 0015924376

女性のためのキャリアデザイン  20歳のときに
知っておいてほしいこと

安齋 徹／著 樹村房 2022.4 366.38/ｱﾝ22/ 0015983323

大学生のキャリアデザイントレーニング
キャリア理論/自己理解/社会人基礎力

稲本 恵子／編
著

晃洋書房 2020.4 377.9/ｲﾅ20/ 0015266448

考える力を高めるキャリアデザイン入門　なぜ
大学で学ぶのか

藤村 博之／編 有斐閣 2021.4 377.95/ﾌｼ21/ 	0015785496

新しいキャリアデザイン
ニューノーマル時代をサバイブする

見舘 好隆／監
修・著

九州大学出
版会

2021.3 377.95/ﾐﾀ21/ 0015754534

　企業研究

岡山県経済ダイジェスト　2022
岡山経済研究
所／[編]

岡山経済研
究所

2022.7
KL330.5/3/2022
B

0016122343

こんな会社で働きたい ニューノーマル対応の
健康経営企業編 企業研究ガイドブック

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

2022.2 335.21/ｸﾛ22/ 0015483522

仕事のカタログ　2023-24年版　「なりたい自
分」を見つける!

	自由国民社 2022.6
366.29/ｼｺ
09/2023

0015497829

JOB PICKS未来が描ける仕事図鑑
JobPicks編集
部／編著

ニューズピッ
クス

2021.4 366.29/ﾆﾕ21/ 0015804065

業界と職種がわかる本 '24年版 自分に合った
業界・職種をみつけよう!

岸 健二／編 成美堂出版 2022.5
377.9/ｷｼ
06/2024

0015497860

就職四季報企業研究・インターンシップ版 2024
年版

東洋経済新報
社／編

東洋経済新
報社

2022.6
377.9/ﾄｳ
17/2024

0015498611

文系学生のための企業研究  自分に合う業界・
企業を見つけよう

富樫 佳織／著 中央経済社 2021.5 377.95/ﾄｶ21/ 0015710866

理系学生必見!!日刊工業新聞社が推薦する入
社したくなる会社60社

日刊工業新聞特
別取材班／編

日刊工業新
聞社

2021.2 377.95/ﾆﾂ21/ 0015437890

※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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　エントリーシート対策

内定必達絶対に書ける!志望動機 占部 礼二／著 秀和システム 2020.7 377.9/ｳﾗ20/ 0015402340

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セ
オリー 2022エントリーシート編 内定勝者

キャリアデザインプ
ロジェクト／編著 PHP研究所 2020.12

377.9/ｷﾔ
05/2022-1

0015664063

内定者はこう書いた!エントリーシート・履歴書・
志望動機・自己PR完全版 '23年度版

坂本 直文／著 高橋書店 2021.1
377.9/ｻｶ
07/2023

0015425572

内定者はこう選んだ!業界選び・仕事選び・自己
分析・自己PR完全版 '23年度版

坂本 直文／著 高橋書店 2021.1
377.9/ｻｶ
08/2023

0015429020

最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動
機　'22年版

	成美堂出版編
集部／編著

成美堂出版 2020.6
377.9/ｾｲ
09/2022

0015363658

絶対内定 2024-[3]  エントリーシート・履歴書
ダイヤモンド
社

2022.5
377.9/ｽｷ
02/2024-3

0015497894

受かるエントリーシート落ちるエントリーシート
人事担当者が本音で明かす!

梅崎 修／著 ポプラ社 2021.1 377.95/ｳﾒ21/ 0015430010

面接対策

仕事で差がつくコミュニケーションと敬語の基本
北條 久美子／
著

辰巳出版 2020.3 336.49/ﾎｳ20/ 0015204308

「話し方のベストセラー100冊」のポイントを1冊
にまとめてみた。

藤吉 豊／著 日経BP 2021.11 361.45/ﾌｼ21/ 0015962764

面接 自己PR 志望動機 ‘23 内定獲得のメソッ
ド

才木 弓加／著 マイナビ出版 2021.4
377.9/ｻｲ
10/2023

0015448723

面接担当者の質問の意図 ‘24 内定獲得のメ
ソッド

才木 弓加／著 マイナビ出版 2022.4
377.9/ｻｲ
10/2024

0015497720

一問一答面接攻略完全版 '23年度版 自己PR
学生時代 志望動機 職業観 その他

櫻井 照士／著 高橋書店 2021.1
377.9/ｻｸ
10/2023

0015425598

ロジカル面接術 2023年度版  オンライン就活
に絶大な威力

津田 久資／著 ワック 2021.1
377.9/ﾂﾀ
10/2023

0015432677

最新最強の面接対策 '24年版
小林 常秋／監
修

成美堂出版 2022.5
377.95/ｺﾊ
22/2024

0015497936

Web面接 ‘23 内定獲得のメソッド 才木 弓加／著 マイナビ出版 2021.4
377.95/ｻｲ
21/2023

0015448731

1秒で心をつかめ。  一瞬で人を動かし、100%好
かれる声・表情・話し方

魚住 りえ／著 SBクリエイティブ 2021.9 809.2/ｳｵ21/ 0015459738

伝える準備 藤井 貴彦／[著]
ディスカヴァー・
トゥエンティワン 2021.7 809.2/ﾌｼ21/ 0015773641

　時事問題
社会人として必要なニュースの読み方が5時間
でざっと学べる

池上 彰／著 KADOKAWA 2020.7 304/ｲｹ20/ 0015353543

一気にわかる!池上彰の世界情勢　2022 池上 彰／著
毎日新聞出
版

	2022.1 319/ｲｹ16/2022 0016017154

朝日キーワード就職 2024 最新時事用語&一
般常識

朝日新聞出版
／編

朝日新聞出
版

2022.11 814.7/ｱ03/2024 0015517592

日本と世界の時事キーワード　2022-2023年版
時事問題リ
サーチ／編著

ナツメ社 2022.1 814.7/ｼ19/2022 0015994866

<図解>まるわかり時事用語 2022→2023年版
ニュース・リテラ
シー研究所／編著 新星出版社 2022.1 814.7/ﾆ05/2022 0016093924

入試・面接・就活に役立つNewsがわかる 2021
年版

毎日新聞出
版

2021.1 C304/ﾆﾕ/2021 0015397185

☆お探しの資料が見つからない時は、カウンターでおたずねください。　社会科学班
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