
キャリア支援センター　電子書籍一覧【2022年6月9日現在　114冊】

№ 記号 分類 小分類 タイトル 出版社名 著編者名

1 D 業界研究 日本の企業グループ　2020年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

2 D 業界研究 業界＆職種研究ガイド 2022年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 マイナビ出版編集部

3 D 業界研究 業界＆職種研究ガイド 2023年度版 ―自分に合った仕事は何だろう?―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 マイナビ出版編集部

4 D 業界研究 アパレル業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 佐山 周

5 D 業界研究 小売業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 結城 義晴

6 D 業界研究 人材サービス業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 人材サービス研究会

7 D 業界研究 半導体業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 泉谷 渉

8 D 業界研究 コンサルティング業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 安藤 佳則

9 D 業界研究 先端素材業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 泉谷 渉

10 D 業界研究 印刷業界ハンドブック （1秒でわかる!） 東洋経済新報社 山名 一郎

11 D 業界研究 業界分析ハンドブック ―経営戦略が評価される企業75― 東洋経済新報社 みずほ証券エクイティ調査部

12 D 業界研究 NPOで働く ―「社会の課題」を解決する仕事― 東洋経済新報社 工藤 啓

13 D 業界研究 社会起業家のためのNPO・新公益法人Q&A ―仕組みの違いから優遇税制まで― 三和書籍 脇坂 誠也

14 D 業界研究 外資系企業で働く ―人事から見た日本企業との違いと生き抜く知恵― 労働新聞社 鈴木 孝嗣

15 D 業界研究 四季報 会社四季報業界地図 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

16 業界研究 四季報 会社四季報業界地図 2022年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

17 D 業界研究 四季報 就職四季報総合版 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

18 業界研究 四季報 就職四季報総合版 2023年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

19 D 業界研究 四季報 就職四季報女子版 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

20 業界研究 四季報 就職四季報女子版 2023年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

21 D 業界研究 四季報 就職四季報優良・中堅企業版 2021年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

22 業界研究 四季報 就職四季報優良・中堅企業版 2023年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

23 D 業界研究 四季報 就職四季報企業研究・インターンシップ版 2022年版 東洋経済新報社 東洋経済新報社

24 D 業界研究 四季報 『就職四季報』パーフェクト活用術 ―成功するための7つのステップ― 東洋経済新報社 『就職四季報』編集部

25 E 自己分析 自己分析 2022年度版 ―適職へ導く書き込み式ワークシート―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡 茂信
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26 E 自己分析 自己分析 2023年度版 ―適職へ導く書き込み式ワークシート―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡, 茂信

27 E 自己分析
就活のための自分マーケティング ―戦略的思考で内定を勝ちとる!
= Self-marketing for your job hunting : get an official job offer by strategic thinking―

中央経済社 佐藤 正弘

28 E 自己分析 なりたい自分になれる就活の極意 ―脳機能学者が明かす「自分プロデュース就活術」― サイゾー 苫米地 英人

29 F ES エントリーシート完全突破塾 2022年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡 茂信

30 F ES エントリーシート完全突破塾 2023年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡, 茂信

31 F ES なぜ7割のエントリーシートは、読まずに捨てられるのか? ―人気企業の「手口」を知れば、就活の悩みは9割なくなる― 東洋経済新報社 海老原 嗣生

32 G 面接 面接&エントリーシート 2022年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 才木 弓加

33 G 面接 面接&エントリーシート 2023年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 才木, 弓加

34 G 面接 面接&エントリーシート 2024年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 才木, 弓加

35 G 面接 面接自己PR志望動機 2022年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木, 弓加

36 G 面接 面接自己PR志望動機 2023年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木, 弓加

37 G 面接 面接自己PR志望動機 2024年度版（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木, 弓加

38 G 面接 面接担当者の質問の意図 2022年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木, 弓加

39 G 面接 面接担当者の質問の意図 2023年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木, 弓加

40 G 面接 Web面接 2023年度版 ―オンライン面接の必勝法―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木, 弓加

41 G 面接 面接マナーをマスターしてますか! ―面接官に好印象を与える秘訣―【動画付】（大学生向け・就職成功の秘訣シリーズ 2） 映学社 映学社

42 G 面接 自己プレゼン力に自信はありますか! ―面接官を説得する秘訣―【動画付】（大学生向け・就職成功の秘訣シリーズ 3） 映学社 映学社

43 G 面接 新卒採用基準 ―面接官はここを見ている― 東洋経済新報社 廣瀬 泰幸

44 G 面接 正社員になる面接試験回答事例集 自由国民社 就活フォーラム21

45 G 面接 採用される英語面接 ―対策と実例集―（Beret books） ベレ出版 田上 達夫

46 I 一般常識 常識 一般常識即戦力問題集 2022年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 マイナビ出版編集部

47 I 一般常識 常識 一般常識 2022年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 マイナビ出版編集部

48 I 一般常識 常識 一般常識 2023年度版 ―即戦力問題集―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 マイナビ出版編集部

49 I 一般常識 常識 一般常識 2024年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 マイナビ出版編集部

50 I 一般常識 常識 要点マスター!一般常識 2023年度版 マイナビ出版 マイナビ出版編集部

51 J テスト でるとこだけのSPI 2022年度版 マイナビ出版 マイナビ出版編集部

52 J テスト でるとこだけのSPI 2023年度版 マイナビ出版 マイナビ出版編集部
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53 J テスト SPI 2022年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 マイナビ出版編集部

54 J テスト SPI 2024年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 マイナビ出版編集部

55 J テスト 要点マスター!SPI 2023年度版 マイナビ出版 マイナビ出版編集部

56 J テスト SPI解法の極意 2022年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 マイナビ出版編集部

57 J テスト SPI解法の極意 2023年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 マイナビ出版編集部

58 J テスト 中村一樹式SPI2ドリル内定の力500 ―これで完璧!― 三和書籍 中村 一樹

59 K 適正検査 性格検査には「正答」がある! ―就職適性試験対応―第3版 自由国民社 河瀬 厚

60 L インターンシップ インターンシップ 2022年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡 茂信

61 L インターンシップ インターンシップ 2023年度版 ―仕事のホントを知る!見る!考える!―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡, 茂信

62 L インターンシップ インターンシップ ―キャリア形成に資する就業体験―第2版 学文社 古閑 博美

63 L インターンシップ インターンシップで志望の業界・職種に内定する方法 東洋経済新報社 太田 智文

64 M 一般 全般 就職活動がまるごと分かる本 2022年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡 茂信

65 M 一般 全般 就職活動がまるごと分かる本 2023年度版 ―いつ?どこで?なにをする?―（内定獲得のメソッド） マイナビ出版 岡, 茂信

66 M 一般 全般 就活ノートの作り方 2022年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木 弓加

67 M 一般 全般 就活ノートの作り方 2023年度版 （内定獲得のメソッド） マイナビ出版 才木, 弓加

68 M 一般 全般 就活テクニック大全 ―最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める― 東洋経済新報社 坂本 直文

69 M 一般 全般 内定を勝ち取る10のステップ 改訂版 富士通エフ・オ－・エム 富士通エフ・オー・エム

70 M 一般 全般 スマートフォン就活術 ―内定をつかむ人のデジタル&ソーシャルスキル― 東洋経済新報社 伊沢 諒太

71 M 一般 全般 親子で勝つ就活 ―わが子が内定を勝ち取るための80のポイント― 東洋経済新報社 田宮 寛之

72 M 一般 全般 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 改訂版 富士通エフ・オ－・エム 富士通エフ・オー・エム

73 M 一般 全般 コミュ力ゼロからの「新社会人」入門 ―仕事の不安がスッキリ解消!厳選メソッド49―
インプレスＲ＆Ｄ／
インプレスビジネスメディア

渡瀬 謙

74 M 一般 全般
最強の働き方 ―世界中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に学んだ77の教訓 :
新人からベテランまですべての段階で差をつける―

東洋経済新報社 ムーギー・キム

75 M 一般 全般 どうして就職活動はつらいのか 大月書店 双木 あかり

76 M 一般 マナー よくわかる自信がつくビジネスマナー 改訂3版 【動画付】 富士通エフ・オ－・エム 富士通エフ・オー・エム

77 M 一般 マナー 就活マナー 2022年度版 ―要点マスター!― マイナビ出版 美土路 雅子

78 M 一般 マナー 要点マスター!就活マナー 2023年度版 マイナビ出版 美土路, 雅子

79 M 一般 マナー 大学生のための失敗しない大人のマナー （大学生活+2選書） 旺文社 旺文社
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80 M 一般 マナー 未来をひらくビジネスマナー ―就職活動・社会人デビューを控えたみなさんに―第4版 大学教育出版 長江 由美子

81 M 一般 マナー 大学生のためのアルバイト・就活トラブルQ&A 旬報社 石田　眞

82 M 一般 マナー 学生のためのワークルール入門 ―アルバイト・インターンシップ・就活でトラブルにならないために―第2版 旬報社 道幸　哲也

83 M 一般 キャリア 大学生のための実践的キャリア&就活講座 中央経済社 伊藤 宏

84 M 一般 キャリア 大学生のためのキャリアガイドブック Ver. 2 北大路書房 寿山 泰二

85 M 一般 キャリア 殻を突き破るキャリアデザイン ―就活・将来の思い込みを解いて自由に生きる = Career design for break through― 有斐閣 筒井 美紀

86 M 一般 キャリア キャリアのみかた ―図で見る110のポイント― 改訂版 有斐閣 阿部 正浩

87 M 一般 キャリア キャリアデザインできてますか! ―将来、自分を役立てる秘訣―【動画付】（大学生向け・就職成功の秘訣シリーズ 1） 映学社 映学社

88 M 一般 キャリア 思考を鍛える大学の学び入門 ―論理的な考え方・書き方からキャリアデザインまで―第2版 慶應義塾大学出版会 井下 千以子

89 M 一般 キャリア 世界で活躍する仕事100 ―10代からの国際協力キャリアナビ― 東洋経済新報社 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

90 M 一般 キャリア 世界級キャリアのつくり方 ―20代、30代からの「国際派」プロフェッショナルのすすめ― 東洋経済新報社 黒川 清

91 M 一般 キャリア 人文・社会科学系大学院生のキャリアを切り拓く ―「研究と就職」をつなぐ実践― 大月書店 佐藤 裕

92 M 一般 起業 巻き込む力 ―支援を勝ち取る起業ストーリーのつくり方― 翔泳社 エヴァン・ベアー

93 M 一般 起業 起業ナビゲーター ―navigating entrepreneurship― 東洋経済新報社 菅野 健一

94 M 一般 起業 好きなことだけして楽をしながら起業しよう 【スマホ・読上】（マイナビ新書） マイナビ出版 片桐 実央

95 M 一般 起業 テクノロジー・スタートアップが未来を創る ―テック起業家をめざせ―【スマホ・読上】 東京大学出版会 鎌田　富久

96 M 一般 起業 起業家の条件 ―ベンチャー企業23の成功物語―（平凡社新書 313） 平凡社 黒崎 誠

97 M 一般 起業 VCの教科書 ―VCとうまく付き合いたい起業家たちへ― 東洋経済新報社 スコット・クポール

98 M 一般 理系 理工系学生のためのキャリアナビゲーション ―就職活動準備ワークブック― コロナ社 二上 武生

99 M 一般 理系 工業系学生のための就活ガイダンス ―モノづくり関連企業への就職を考える― 丸善雄松堂 粟津 敬雄

100 M 一般 理系 理系のための就活ガイド ―業界研究・エントリーシート・面接対策― 丸善出版 山本 佳世子

101 M 一般 理系 理系のためのキャリアデザイン ―戦略的就活術― 丸善出版 増沢 隆太

102 M 一般 理系 理系のための知的財産権 南山堂 服部 誠

103 M 一般 理系 理系のためのベンチャービジネス実践論 丸善出版
千葉大学ベンチャー
ビジネスラボラトリー

104 M 一般 博士 院生・ポスドクのための研究人生サバイバルガイド ―「博士余り」時代を生き抜く処方箋―（ブルーバックス B-1709） 講談社 菊地 俊郎

105 M 一般 博士 ポスドクの流儀 ―悩みを解きほぐして今日から行動するためのチェックリスト― 羊土社 Liz　Elvidge

106 M 一般 博士 博士になったらどう生きる? ―78名が語るキャリアパス― 勉誠出版 吉田 塁
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107 M 一般 障害 働く発達障害の人のキャリアアップに必要な50のこと ―人材紹介のプロがつくった― 弘文堂 石井 京子

108 M 一般 障害 人材紹介のプロがつくった発達障害の人の就活ノート 弘文堂 石井 京子 

109 M 一般 障害 発達障害の人の内定ハンドブック 完全版（発達障害の人の就活ノート : 人材紹介のプロがつくった 2） 弘文堂 石井 京子

110 M 一般 障害 高校・大学における発達障害者のキャリア教育と就活サポート 黎明書房 小谷 裕実

111 N 留学生 面接前の準備のポイント 【動画】（留学生向け・就職活動面接トレーニングシリーズ 第１巻） 映学社

112 N 留学生 面接の基本ポイント 【動画】（留学生向け・就職活動面接トレーニングシリーズ 第２巻） 映学社

113 N 留学生 自己プレゼンテーションのポイント 【動画】（留学生向け・就職活動面接トレーニングシリーズ 第３巻） 映学社

114 N 留学生 外国人留学生のための就職活動テキスト インプレスＲ＆Ｄ／ インプレスビジネスメディア アークアカデミー

5


