
  

2016 年 1 月度 

中央図書館企画展示「図書館で就勝つ！」 

展示期間 2016年 1 月 12 日(火)～1 月 30日(土) 

 



 
 
■ 就職ガイダンス 

●キャリアセンターの掲示板に注目。 

●就職状況の説明、活動の進め方の指導などが行 

われる。 

 

■ 自己分析 

●自分は何がしたいのか、将来像を描く。 

●夢の実現に必要な条件を考える。 

 

■ 情報収集 

●業界（企業）研究を進める。 

●インターネットの就職サイトへ登録。 

●会社案内などの資料請求をする。 

●OG・OB 訪問をする。 

 

■ エントリー 

●エントリーシートなどの応募書類を入手。 

●どんな形式があるかを知っておく。 

●自己 PR、志望動機を具体的に書けるようにし 

ておく。 

 

■ 会社説明会 

●筆記試験や面接が行われる場合もある。 

 

■ 筆記試験 

●SPI３などの適性検査に慣れておく。 

●普段から時事問題に関心をもつ。 

 

■ 面接 
●面接にはどんな形式があるのかを知っておく。 
●自己 PR、志望動機を口頭で述べられるように 

練習する。 

 

■ 内定 
●重複内定の場合辞退のしかたに気をつける。 

  

『自己分析』 / 岡茂信著  336.42 / O 36 各種試験 

 
自身の特徴、個性、能力などの整理から、 

適職診断、業界、業種と自己をつなげる。 

志望動機への発展までを具体的な 

WORK を元に進めていくことが可能。 

 

『史上最強 自己分析驚異の超実践法』 

 / 採用情報研究会著 

336.42 / Sa 25 各種試験 

 エントリーシートの記入や面接での

受け答えの準備となる、自己分析の

実践法を解説。 

『会社四季報』 / 東洋経済新報社   

 
上場企業を中心に、企業の主な概

要や財務状況、業績がまとめられ

た「企業データブック」。業務内

容や、業績、従業員の平均年齢や

平均年収まで。 

頻出問題をカリスマ講師が厳選!豊富

な問題数で、必要な類題演習がたくさ

んできる!押さえておきたい「語彙や慣

用句」を完全網羅。問題解答の「目安

時間」で、スピード勝負の対策も完璧。 

『「1 日 10 分」から始める SPI 基本問題集』 

 / 柳本新二著      336.42 / Y 53 各種試験 

 

『絶対内定 2017 面接の質問』 

 / 杉村 太郎著 

336.42 / Su 39 各種試験 

 
面接で必ず聞かれる質問と、その質

問の意図するところは何か、どう答

えていけばいいのか、について解説

した、タイトルそのまま「質問集」。 

Z67 / K-1 1 階閲覧室 



 

 

 

１．図書を探す               

■自己分析、面接、SPI 対策などの就職関係の図書は

中央図書館１階閲覧室の各種試験図書コーナーに配

架されています。 

 

 

 

▲１階閲覧室各種試験図書コーナー 

 

【 選書一覧 】 

創価大学附属図書館で貸出頻度の多い、最新の就

活本をジャンルごとにご紹介します。 

・キャリアデザイン関連書籍 

 

 

・自己分析関連書籍 

 

・就活ノウハウ 

・面接、筆記対策関連書籍 

 

・マナー関連書籍 

２．雑誌を探す              

■『会社四季報』（東洋経済新報社刊） 

(Z67/K-1・データベースで閲覧可能） 

日本の主な企業の事業内容や業績動向、財務内容

などがコンパクトにまとめられた季刊誌です。業務

内容や、業績、従業員の平均年齢や平均年収まで調

べることが可能です。 

■『就職四季報』 

（336.42/To76・データベースで閲覧可能） 

会社の「入社 3 年後の離職率」や「平均年収」、「どういっ

た人材を求めているか」などが記載されています。 

応募倍率や企業の採用プロセスが書かれているのも、就職

四季報ならではの情報です。 

■『会社四季報 未上場会社版』  

（データベースで閲覧可能） 

会社四季報は、証券取引所に上場している「上場企業」の

データブックですが、上場していない大企業（例えばサント

リーなど）や、上場を目指しているベンチャー企業を調べた

い場合に便利です。 

タイトル 著者名 出版社 請求記号 配架場所

女子の就活「受かる」面接必勝ノート 主婦の友社編 主婦の友社 336.42/Sh99

絶対内定2017[4] 杉村太郎 ダイヤモンド社 336.42/Su39

面接＆エントリーシート 才木弓加 マイナビ 336.42/Sa21

SPI解法の極意 マイナビ編集部 マイナビ 336.42/Ma31

SPI最強問題集 柳本新二 大和書房 336.42/Y53

考える「時事問題」厳選６０ 小林公夫 早稲田経営出版 320.7/Ko12

各種試験図書

タイトル 著者名 出版社 請求記号 配架場所

就活マナー : 要点マスター！ 美土路雅子 マイナビ 336.42/Mi14

ゼロからわかる大学生のための就活の敬語マスター

ＢＯＯＫ
小島美津子 ナツメ社 336.42/Ko39

未来をひらくビジネスマナー 長江由美子 大学教育出版 336.42/N13 ２階閲覧室

絶対内定2016[5] 杉村太郎 ダイヤモンド社 336.42/Su39

就職活動のための手紙・電話のマナー
ウィットハウ

ス編集部
一橋出版 336.42/W79

各種試験図書

各種試験図書

タイトル 著者名 出版社 請求記号 配架場所

大学生が就活の前に読む本 井上達也 明日香出版 336.42/I57

就活のやり方「いつ・何を・どう?」ぜんぶ！ 就職情報研究会編 実務教育出版 336.42/Sh99

就職活動ナビゲーション 日経HR編集部 日経HR 336.42/N73

内定率100％先輩たちの「就活ノート」 加藤清紀 光文社 336.42/Ka86

こう動く！就職活動オールガイド 高島悠人 成美堂出版 336.42/Ta54

就活始めるブック 就職情報研究会編 実務教育出版 336.42/Sh99

各種試験図書

タイトル 著者名 出版社 請求記号 配架場所

論理トレーニング１０１題 野矢茂樹 産業図書 116/N97 3階閲覧室

採用基準：地頭より論理的思考力より大切なもの 伊賀泰代 ダイヤモンド社 336.42/I23

絶対内定：自己分析とキャリアデザインの描き方 杉村太郎 ダイヤモンド社 336.42/Su39

自己分析：適職へ導く書き込み式ワークシート 岡茂信 マイナビ 336.42/O36

史上最強自己分析〈驚異の〉超実践法 採用情報研究会 ナツメ社 336.42/Sa25

内定者が本当にやった究極の自己分析 坂東恭一 成美堂出版 336.42/B18

各種試験図書

タイトル 著者名 出版社 請求記号 配架場所

学校で働く人たち 松井大助 ぺりかん社 374/Ma77

ホテルで働く人たち 中村正人 ぺりかん社 689.8/N37

保育園・幼稚園で働く人たち 木村明子 ぺりかん社 369.42/Ki39

空港で働く人たち 中村正人 ぺりかん社 687.3/N37

NHKあしたをつかめ平成若者仕事図鑑
NHK「あしたを

つかめ」制作班
日本放送出版協会 366.29/N71

ワーク・デザイン 長沼博之 阪急ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 366/N16

日本型キャリアデザインの方法 大久保幸夫 日本経団連出版 366.29/O69

各種試験図書



３．新聞記事を探す              

■新聞記事は時事問題対策、企業研究にと就職活動

には欠かせないツールです。中央図書館では、主要

５誌の他に『The Japan Times』『東京新聞』『日本

産業新聞』など多くの新聞を購読しています。最新

の２か月分は１階の新聞架に、バックナンバーは書

庫内に配架されています。保存期間は半年間です

（聖教新聞を除く）。 

 

 
 
 

 
▲１階閲覧室新聞架 

〈新聞の活用方法〉 

①新聞のスクラップ集を作成 

気になる記事をスクラップし、感想を添えてノートにまと

めます。改めて読み返したときに自分の興味がある話題が何

かを知ることが出来ます。 

②見出しの書き出し 

おもな記事の見出しだけを手帳やノートに毎日書き出しま

す。一面の見出しを辿るだけで世の中のニュースの流れを自

然と理解し、後から振り返ることができます。 

③業界(企業)研究 

新聞には会社の事業展開や方針、戦略といった最新情報が

載っています。面接時に業界やその会社の事業に関する質問

をされることがあります。記事を読んだうえで答えると、具

体的な事実をもとに話せるので説得力が増します。 

 

〈新聞の記事検索方法〉 

新聞の記事検索、閲覧にはデータベースが便利です。 

 

■『ヨミダス歴史館』（読売新聞社） 

（※学内利用のみ） 

読売新聞のオンライン記事データベースです。明治

７年から現代までの新聞記事をキーワードで検索が

でき、PDF 形式での紙面閲覧、印刷も可能です。 

 

■『日経テレコン』（日本経済新聞社） 

（※学内利用のみ） 

日経４誌をはじめとする新聞雑誌記事の全文検索

が可能です。日経新聞社調査による会社情報、経済

統計なども利用できます。 

他にも、『朝日新聞社』『毎日新聞社』のデータベー

スもご利用できます。詳しい操作方法はカウンター

スタッフにお問い合わせください。 

 

【新聞データベース】 

 

  



４．データベースで業界(企業)研究     

■日経 BP 記事検索サービス（※学内利用のみ） 

『日経ビジネス』をはじめとする日経 BP 社などが

発行する雑誌記事約 50 誌、企業や官公庁、地方自治

体の発表するプレスリリースなどを検索・閲覧する

ことができます。 

〈就活情報を収集する〉 

「就活情報を収集する」では業界(企業)研究に特化

した検索システムや、時事問題、ビジネスマナーな

ど就活に役立つ記事が豊富に揃えられています。 

① 「業界研究」 

業界をリードする人物のインタビューや新しい技術について

の解説、商品情報などから、業界全体の動向を把握できます。 

② 「企業研究」 

「企業名で探す」に企業名を入力して検索するだけで、そ

の企業に関連の深い記事に絞り込んで抽出できます。また、

「業種で探す」では興味のある業種から企業を探し出すこと

もできます。 

③ 「地域経済」 

全国各地には、たとえ事業規模が小さくても、高い技術力

により世界でも大きなシェアを持っていたり、伝統技術や地

域特性を活かして成長を続ける企業が数多く存在します。「地

域経済」は、こうした地域の企業にまつわる雑誌記事やリリ

ースが、都道府県別に紹介されています。 

(「就職情報を収集する」の上手な使い方 より抜粋) 

 

〈話題を追う〉 

「話題を追う」では、注目の話題やランキングで

社会・経済情勢を把握できます。 

 

 

〈ビジネスマナーを学ぶ〉 

「ビジネスマナーを学ぶ」では、収録各誌で連載

されているビジネスマナーに関する記事がまとめて

あり、言葉遣いやメールの書き方などの社会人の基

礎をわかりやすく学ぶことができます。 

その他にも・・・ 

『日経 BP 記事検索サービス』では、PowerPoint

など Office 系作成ソフトの使い方や、思いが伝わる

構成術などの特集記事も閲覧できます。ビジネスレ

ベルのノウハウを知り、自己 PR など魅せるプレゼン

資料づくりにも役立ちます。 

 



■デジタルコンテンツ･ライブラリー 

（※学内利用のみ） 

東洋経済新報社の刊行する『会社四季報』『就職四季

報』『週刊東洋経済』『CSR企業総覧』など、就職活動

に必読の雑誌が検索・閲覧することができます。 

〈会社検索〉 

個別の会社情報を調べたいときに便利です。『会社四季報』

は 2005 年 4 集（秋号）から最新号まで閲覧可能です。『CSR

企業総覧』で『就職四季報』には未収録の雇用データを参照

したり、『大株主総覧』で『会社四季報』に載っていない詳細

な株主データを閲覧することができます。また、関係会社や

グループ子会社を探すことも可能です。 

〈就活企業サーチ〉 

会社名を指定しなくても業種、所在地や会社の規模で企業

群を絞り込めます。売上高や従業員数での絞り込みもでき、

地元での就職を希望する場合の企業検索に便利です。 

(東洋経済デジタルコンテンツ･ライブラリー(DCL)活用法 より抜粋) 

 

■eol 日本の企業 100 万社（※学内利用のみ） 

日本全国約 100 万社の企業データが収録されてい

ます。中小企業から大企業まで幅広くカバーされて

おり、業種や企業規模、所在地などの条件を組み合

わせて、全国の企業を検索できます。 

 

他にも、データベース『Mergent Online』では、

国外企業の企業情報、財務情報を検索できます。 

 

「学内利用のみ」を自宅で見る方法 

データベース名の横に（※学内利用のみ）と注記がついてい

るデータベースは VPN接続をすることによりご家庭のパソコ

ンからご利用できます。以下のウェヴサイトで接続方法をご確

認いただけます。  

⇒ http://lib.soka.ac.jp/support/2.6.1.html 

詳しい操作方法はカウンタースタッフにお問い合わせください。 

 

5．インターネットで情報収集    

■創価大学附属図書館 データベース/リンク集  

分野「資格・就職・留学」 

http://lib.soka.ac.jp/db_link/category/1.13.00.html 

 

■創価大学キャリアセンター・オフィシャルサイト  

キャリアセンターウェブサイト内の「お役立ちリンク」で

は進路決定や就職活動を行う上で役立つサイトが紹介されて

います。 

http://career.soka.ac.jp/ 

 

http://lib.soka.ac.jp/support/2.6.1.html

