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請求記号 書名 著者名 出版年 出版社

159.4//Sa25 働く気持ちに火をつける : ミッション、パッション、ハイテンション! 齋藤孝著 2005.2 文藝春秋
159.7//Sa17 この世でいちばん大事な「カネ」の話 (よりみちパン!セ ; 40). 西原理恵子著 2008.12 理論社
159//H34 若者よ、だまされるな! : 一番弟子とドラ息子の運命も変えた。カリスマ車いす社長魂のメッセージ 春山満, 宮内修, 春山哲朗共著 2012.5 週刊住宅新聞社
159//H35 今、ここを真剣に生きていますか? : やりたいことを見つけたいあなたへ 長谷部葉子著 2012.12 講談社
159//Sa75 キャリアの教科書 : 「自分の人生。自分の仕事」をつかむエンプロイアビリティの磨き方 佐々木直彦著 2003.7 PHP研究所
307.8 SPI最強問題集 : 「1日30分30日」完全突破! 柳本新二著 [2008.9-] 大和書房
377.9 面接の質問 杉村太郎, 坂本章紀著 2012 ダイヤモンド社
377.9 就職の赤本 : 準備・受験方法・筆記・面接・内定法則 (就職の赤本シリーズ). 就職総合研究所編 2003.10- ゴマブックス
377.9 エントリーシートの完璧対策 : アピールポイントが見つかる!(日経就職シリーズ). 福沢恵子著 2012.10 日経HR
336.4//A31 図解・社員のマナー : 心の時代のエチケット集 赤根祥道著 1986 ダイヤモンドセールス編集企画
336.4//B95//1 ビジネスマナー講座 : 今日から達人 第8講 : ビジネス文書編. c2009
336.49//N34 そのまま使える!ビジネスマナー・文書 : 手紙、メール、FAX、電話の書き方、伝え方、話し方 中川路亜紀著 2009.4 ダイヤモンド社
336.49//O77 ビジネス電話のマナー&技術 : 恥をかかない!心をつかむ! 大嶋利佳, 茶谷武志共著 2011.3 産業能率大学出版部
336.49//Sa85 わかる!伝わる!プレゼン力 : レポート発表も採用面接も怖くない 佐藤佳弘著 2010.9 武蔵野大学出版会
361.454//I33 わかりやすく「伝える」技術 (講談社現代新書). 池上彰著 2009.7 講談社,
361.454//N39 大学1年生からのコミュニケーション入門 : ワークシート課題付 中野美香著 2010.8 ナカニシヤ出版
366.04//Ta13 いま、働くということ 橘木俊詔著 2011.9 ミネルヴァ書房
366.29//A12 キャリアのみかた : 図で見る109のポイント 阿部正浩, 松繁寿和編 2010.2 有斐閣
366.29//A82 仕事力 大前研一 [ほか著] 2005.6 朝日新聞社
366.29//A92//5/3 商社マン = Trading company employee. (NHKDVD教材 . あしたをつかめ平成若者仕事図鑑). 2011.12 NHKエンタープライズ 
366.29//G32 私の仕事 : 65人の職業人の足跡 月刊進路指導編集部編 2005.4 実業之日本社
366.29//G34 14歳からの仕事道 玄田有史著 2005.1 理論社
366.29//Ky1 この人がかっこいい!この仕事がおもしろい! キャリナビ編 2003.10 日経BP社
366.29//Mu43 13歳のハローワーク 村上龍著 2003.11- 幻冬舎
366.29//N73 キャリアデザイン講座 : 理論と実践で自己決定力を伸ばす 日経BP企画大学出版グループ編集協力 2009.2 日経BPソフトプレス
366.29//U32 インターンシップ.  (日経VIDEO). 日本経済新聞出版社 制作・著作 c2010 日本経済新聞出版社
366.3//Ma85 フリーターで大丈夫? : アルバイト、パート、派遣スタッフで働くとき 松尾道子著 1990.10 有斐閣
377.9//F84 「やりたいこと」を実現させるホンネの会社選び 福島直樹著 2001.10 日経事業出版社
377.9//H32//2013 すべらない就活 : 勝てるエントリーシート負けない面接テクニック 原田康久著 2010.8- 中央公論新社
377.9//N71//2 将来の仕事について考えてみよう (日経VIDEO . 日経ビデオ就活シリーズ ; 2). 日本経済新聞出版社 制作・著作 c2011 日本経済新聞出版社
377.9//Sh99//1 就勝講座DVD 20-- 就職エージェント九州
377.9//Ta81 就活は3年生からでは遅すぎる! : 内定を勝ち取るための、大学1,2年生の過ごし方 田宮寛之著 2011.10 東洋経済新報社
377.9//Ts41//2007 面接官の本音 辻太一朗著 2007 日経BP社
377.9//W46 大学生のためのデザイニング・キャリア 渡辺三枝子[ほか]著 2011.11 ナカニシヤ出版

499.09//F13 新・薬剤師のコミュニケーション : 問題解決への道しるべ
ファーマシューティカル
コミュニケーション研究会編

2006.10 薬事日報社

499.09//Sa85 MRのための営業心理学 : 上手に医師と自分につきあう15の秘訣(Monthlyミクス別冊). 佐藤龍太郎著 2007.6 エルゼビア・ジャパン
499.095//I97 登録販売者になろう : 医薬品販売のプロフェッショナル : くすりやさんの仕事がわかる50のQ&A 医薬品販売制度研究会著 2007.12 じほう
602.1//N73//2013 日経業界地図 : 主要企業の実力と次の動きを読む 日本経済新聞社編 2013 日本経済新聞社
675.2//N73//2013 日経シェア調査[2013年版.] 日経産業新聞編 2012.10 日本経済新聞出版社
689.5//D78 ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法[改訂新版] ディズニー・インスティチュート著 2012.5 日本経済新聞出版社
689//A53 観光入門 : 観光の仕事・学習・研究をつなぐ 青木義英, 廣岡裕一, 神田孝治編著 2011.4 新曜社
雑誌 週刊ダイヤモンド．101(33)[4495]号（記事「伝える技術 : なぜ『伝え方が9割』なのか」ほか） 2013.8 ダイヤモンド社
雑誌 日経ビジネスassocia : アソシエ．12(9)[263]号（記事「ノートの極意」ほか） 2013.6 日経BP社.

雑誌
日経woman : 働く女性の情報誌．2013年1月号別冊[347]号
（記事「女子学生のための就活バイブル2014年版」ほか）

2012.12 日経ホーム出版社

城西大学水田記念図書館

今月の展示では、就職活動ガイドブックや、エントリーシート・面接対策ブック、一般常識問題集など、皆さんの就職活動をスムーズにスタートさせる資料を数多く取り揃
えただけでなく、図書館スタッフ推薦の就活オススメ本も展示します。

大学生活のスタートは、就職活動のスタートだということをご存じでしたか？実際に、活動し始めるのは3・4年生になってからですが、1・2年生の時期から、エントリー
シートできちんと自分をアピールする文章力や、面接に欠かせないコミュニケーション能力など、就職活動に必要な力を養っておかなければなりません。

2013年9,10月 図書館展示「はじめよう！就職活動」


