作成：袖ケ浦市立図書館 ２０１３．０２

「働く」ということ ～職～
～どうやって調べるか～
仕事、職業、就活・・・について、
図書館の本や雑誌、インターネットなどを使った調べ方をご案内します。
１． 図書館の利用者用の端末で本を探す
テーマ(件名)で探す
「職業」で様々な分野の仕事や職業の案内など
「就職」で履歴書の書き方、自己PR法、「面接法」で面接のポイントなど、
「会社」、「会社ー名簿」で企業情報、
「企業ー日本」で日本の企業の現状について
「資格」で資格取得方法や各種免許の取り方
「労働」で働きがい、働く意義など
注) キーワード検索では、書名のタイトル中にその言葉が入っていないと検索できません。

キーワードで探す
特定の職業について探す
特定の業界について探す
気になる言葉で探す

例)教師、トリマー、栄養士
例)ＩＴ、アパレル、広告、小売
例（面接、就活、内定、マスコミ

① 就活の方法やポイント、現状について調べる
たとえば。。。こんな本があります。
タイトル
就職内定勉強法
内定を勝ち取る１０のステップ
就活の手帳
突撃取材！こちら就活探偵団

著者
石井貴士
戸田智弘
日本経済新聞社 編

ビジネスコミュニケーションスキルを磨く10のステップ

就活の勘違い
就活のリアル

楠木新
福与弘巳
困ったときに本当に使える就活のヒント１００ 常見陽平 監修
最強「内定」請負人就活の答え
柳本新二
就活が変わる！優良中堅企業の見つけ方 三浦紀夫
仕事がしたい！発達障害がある人の「就労相談」 梅永雄二
宮台教授の就活原論
宮台真司
池上彰の就職読本
池上彰

２０１３．２月現在
出版者
発行年 請求記号 所蔵館
実業之日本社 2010.04
377ｲ 中央館
ＦＯＭ出版
2010.02
377ﾅ 中央館
あさ出版
2012.01
377ﾄ 長浦
日本経済新聞社 2012.09
377ﾄ 中央館
ＦＯＭ出版
2010.04
336ﾋﾞ 中央館
朝日新聞出版 2010.09
377ｸ 中央館
中央経済社
2012.07
377ﾌ 長浦
マガジンハウス 2012.02
377ｺ 中央館
講談社
2010.06
377ﾔ 中央館
ＰＨＰ研究所
2010.01
377ﾐ 中央館
明石書店
2010.02
366ｳ 平川
太田出版
2011.01
377ﾐ 中・長
オカムラ書店
2011.01
377ｲ 長浦

② 資格の取り方や仕事の内容を調べる
資格関連は366の棚へ・・・特定の仕事については各分野の棚へ・・・
２０１３．２月現在
たとえば。。。こんな本があります。
タイトル
著者
出版者
発行年 請求番号 所蔵館
資格図鑑！
ダイヤモンド社 2012.03
366ｵ 長浦
世界一わかりやすい業界と職種がわかる本’１２
自由国民社
2010.06
377ｾ 中央館
資格取り方・選び方オールガイド
日本文芸社
2010.08
366ｼ 中央館
内定が出る！就職・転職に役立つ資格パーフェクトガイド
エクスナレッジ 2011.09
366ﾅ 中央館
資格取り方選び方全ガイド
高橋書店
2010.07
366ｼ 中・長

③ 企業、会社、産業について調べる
各業界動向については、産業分野によって棚が分かれています。
２０１３．２月現在
たとえば。。。こんな本があります。
タイトル
著者
出版者
発行年 請求番号 所蔵館
帝国データバンク
帝国データバンク会社年鑑 (館内閲覧のみ)
毎年
R335ﾃ 中央館
就職四季報 総合版 (館内閲覧のみ)
東洋経済新報社 2011.11
377ｼ 中央館
東商信用録 千葉県版 (館内閲覧のみ)
東京商工リサーチ千葉支店 東京商工リサーチ 毎年
K335ﾄ 中央館
日本経済新聞出版社 2011.11
Ｑ＆Ａ会社のしくみ５０
山田英司 編著
335ｷ 中・長
小さな会社の大きな仕事
坂本光司 監修
同友館
2012.10
335ﾁ 長浦
東洋経済新報社 2012.11
会社四季報業界地図 ２０１３年版
620ｶ 中・長
出版文化社
伸びる会社はここが違う！
楢崎賢吾
2012.04
335ﾉ 長浦
日本経済新聞出版社 2012.01
小さくても「人」が集まる会社
西川幸孝
336ﾆ 中央館
モノづくりの老舗に息づく伝統と革新
日刊工業新聞南関東支局 日刊工業新聞社 2011.04
509ﾓ 長浦
小さなナンバーワン企業５０ボイス
ＮＨＫ制作班
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社
2012.04
502ﾁ 長浦
ずっと働きたい「従業員３００人以下」の会社選び 海老原嗣生
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ社
2011.01
377ｴ 長浦
④ 働くときの法律や保険について調べる
法律は366、保険は364の棚にあります。
たとえば。。。こんな本があります。
タイトル
労働基準法がよくわかる本’１２～’１３

著者
下山智恵子
道幸哲也
大内伸哉
濱口桂一郎
河野 順一
日向咲嗣
尾崎哲夫
染谷勝也

１８歳から考えるワークルール
君は雇用社会を生き延びられるか

日本の雇用と労働法
労働法のことならこの１冊
「社会保険」１５０％トコトン活用術
はじめての労働法
社会保険・労働保険しくみ

出版者
成美堂出版
法律文化社
明石書店
日本経済新聞出版社

自由国民社
同文館出版
自由国民社
三修社

２０１３．２月現在
発行年 請求番号 所蔵館
2012.08
366ｼ 中央
2012.08 366ｼﾞ 長浦
2011.01
366ｵ 中・長
2011.09
366ﾊ 長浦
2010.04
366ｺ 長浦
2011.08
364ﾋ 中・長
2012.11
366ｵ 平川
2011.12
364ｼ 中・長

④ 「働く」ことについて考える
たとえば。。。こんな本があります。
タイトル
人生を面白くする！仕事ハッケン術
就職とは何か<まともな働き方>の条件
最高の職場
高品質日本の起源
仕事漂流
今日も森にいます。東京チェーンソーズ
ＮＡＳＡより宇宙に近い町工場
就活のまえに 良い仕事、良い職場とは？
農業のサムライたち

著者
宋文洲
森高孝二
M・バーチェル
小池和男
稲泉連
青木亮輔
植松 努
中沢 孝夫
大下英治

２０１３．２月現在
出版者
発行年 請求番号 所蔵館
主婦と生活社 2012.06
366ｿ 中央
岩波書店
2011.11
366ﾓ 中・長
ミネルヴァ書房 2012.02 336ﾊﾞ 中央
日本経済新聞出版社 2012.01
366ｺ 長浦
プレジデント社 2010.04
366ｲ 長浦
徳間書店
2011.04
655ｷ 中・長
ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ21
2010.02
538ｳ 長浦
筑摩書房
2010.01
36ﾅ 中・長
潮出版社
2012.01
610ｵ 長浦

*資料の背の下方についている２段ラベルは図書の所在を表しています。

３６６

タ

上段の数字は、分類記号です。
主題別に番号が与えられています。
下段のカタカナは、著者の頭文字です。

上段と下段を併せたものが「請求記号」です。
：分類記号の前のKは郷土資料を、Rは参考図書を表しています。

2. 新聞、雑誌記事で調べる

２０１３．２月現在

【求人情報】
各新聞求人欄や新聞折り込み求人情報
ハローワーク求人情報プリント版

中央及び長浦おかのうえ図書館新聞架
中央図書館新聞架(バインダー)

【企業情報】
会社四季報
東洋経済新報社
）以下の雑誌でも、特集を組んでいるものがあります。
週刊ダイヤモンド
毎日新聞社
週刊東洋経済
東洋経済新報社

中・長 雑誌架
長浦 雑誌架または収蔵庫
中央 雑誌架または２階書庫

【仕事・資格情報】
週刊ダイヤモンド

毎日新聞社

長浦 雑誌架または収蔵庫

【就活】
週刊ダイヤモンド
週刊東洋経済

毎日新聞社
東洋経済新報社

長浦 雑誌架または収蔵庫
中央 雑誌架または２階書庫

3. インターネットで調べる

２０１３．２月現在

【企業情報】
就職四季報WEB
http://www.toyokeizai.net/life/rec-online/
帝国データバンク
http://www.tdb.co.jp/
東京商工リサーチ
http://www.tsr-net.co.jp/
日本経済新聞
http://www.nikkei.com/
ジャスダック
http://www.ose.or.jp/
【求人情報・就職支援サービス１ 公的機関及び各種団体によるサービス】
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp
ハローワークインターネットサービス http://www.hellowork.go.jp
東京都港区六本木３－２－２１六本木ジョブパーク
学生職業総合支援センター
http://job.gakusei.go.jp
(上記ホームページから)
新卒応援ハローワーク
Tel:03-3589-8609
しごと情報ネット
http://www.job-net.jp
民間の職業紹介会社、求人情報提供会社、ハローワーク
等の参加機関が保有する求人情報の検索

ジョブカフェちば(ちば若者キャリアセンター) http://www.ccjc-net.or.jp/^jobcafe/ 船橋市本町１－３－１フェイスビル９階
Tel:047-426-8471
１５歳から39歳までの就職支援
全国新規就農相談センター
http://www.aff-job.go.jp/
林業労働力確保支援センター全国協議会
http://www.nw-mori.or.jp
全国漁業就業者確保育成センター
http://www.ryoushi.jp
【求人情報・就職支援サービス２ 民間就職コンサルナビ】
http://rikunabis.com/ 職種別、地域別、資格別等の求人情報、面接のノウハウ等
リクナビ＇リクルート（
リクナビNEXT＇リクルート（
http://next.rikunabi.com/
センシティタワー７階(千葉市中央区新町)
就職Shop＇リクルート（
http://www.ss-shop.jp/chiba/
月～金10：00-18：30 Tel:043-302-7150
千葉の就職サポート
簡単な業界研究や就活マナー、企業セミナーの開催等
ネオキャリア就職ナビ
http://www.syusyoku.careerwins.jp/
就活朝日２０１４
http://www.asahi.com/job/syuukatu/2014/ 就活関連ニュース等
https://job.nikkei.co.jp/
学生向け就職情報サイト 就職イベントや業界最新ニュース等
日経就職ナビ(日経新聞)
転職・求人情報サイト
日経キャリアNET
http://revetom.com/
マイナビ転職
http://revetom.com/mynavitensyoku/
en(エン・ジャパン)
http://www.enjapan.com/ 学生、社会人、転職、女性向けほか
千葉県の求人・就職サイト(業種、勤務地、沿線から探す)
はたらいく 千葉(リクルート)
http://hatalike.jp/
就活セミナー、就活情報、インターン情報等
Jobweb
http://www.jobweb.jp/
採用ニュース、業界セミナー等
ブンナビ！(文化放送)
http://bunnabi.jp/
就職活動に関するニュース
就活ON！(読売)
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/syuukatsu/on/

【能力開発支援】
キャリア情報ナビ

http://www.ehdo.go.jp

女性いきいき応援ナビ(再就職支援)

女性就職支援バックアップナビ

http://www.joseishugyo.go.jp

高度職業能力開発促進センター

http://www.apc.ehdo.go.jp/ 千葉市美浜区若葉３－１－２ Tel:043-296-2580

東京都港区芝５－３５－３

Tel:03-5444-4151

能力開発セミナーの開催、離職者訓練など

中央職業能力開発協会

http://www.javada.or.jp/

千葉職業能力開発サービスセンター

キャリア形成支援、能力評価試験など
千葉市美浜区幕張西４－１－１０ Tel:043-296-1120

4. 直接問合わせる
千葉県ジョブサポートセンター

２０１３．２月現在
千葉市中央区新町３-１３千葉TNビル３階

Tel;043-245-9420

電話相談有

Fax;043-245-9421

「仕事と生活の総合案内所」
生活・就労支援
職業紹介、貸付金制度の案内
住居確保、職業訓練ほか

月曜日～金曜日 ９時～１７時
土曜日

１０時～１７時 *受付は１６時３０分まで

休館日：日曜、祝日、年末年始

JR千葉駅、京成千葉駅徒歩５分

http://www.chiba-job.com
http://www.chiba-job.com/mobile/

ハローワーク木更津

木更津市富士見１－２－１アクア木更津ビル５階
受付時間 8：30-17：15

JR木更津駅西口から徒歩１分Tel:0438-25-8609

(土日、祝日、年末年始を除く)

ちば仕事プラザ

千葉市美浜区幕張西４－１－１０ Tel:043-296-1150 Fax:043-296-1186

(千葉県職業能力開発協会)

ちば地域若者サポートステーション火曜日～土曜日 9：30-16：30
http://www.techpyra.jp
子育てお母さん再就職支援センター
E-mail:FJP40347@nifty.com

JR幕張本郷駅または海浜幕張駅からバス
Tel:043-351-5531
Tel受付(9:30-16:00)
相談無料、予約制

Tel:043-273-4510

