
就職活動・キャリア 
2021 

KinoDenは、紀伊國屋書店がご提供する学術和書電子図書館サービスです。 
読みやすいビューア、未購入タイトルも含めた全文検索、試し読み・リクエスト機能 
など、長年の経験を活かし「本当に使われる電子図書館」をご提供致します。 

KinoDenなら 学外からアプリで読めるから 読書がはかどる 

No.KD00178    2021年1月 
2021年4月 一部改訂 

自宅で 

移動中に 

すきま
時間に ②無料アプリbREADER Cloudを 

   スマホにダウンロードしてログイン 
①学内でKinoDenのアカウントを   
   作って読みたい本をMy本棚に 

★学部1〜2年生にもおすすめ！ 
幅広い視野でキャリアを考えるために 

★就職情報サイト学生満足度No.1「マイナビ」の 
就活ノウハウが満載！内定獲得のメソッドシリーズ 
全１０冊で就活に必要なすべてのテーマを網羅！ 
 ・面接              ・業界＆職種研究    
 ・自己分析           ・エントリーシート 
 ・一般常識           ・インターンシップ       
 ・SPI                ・就職活動 
 ・質問の意図       ・就活ノートの作り方  
＊すべて2020年に出版された2022年度版です 

★業界地図は 『会社四季報』記者が 
 173業界 4040社の今とこれからを 
 執筆。業界内における企業の業績 
 順位、提携関係などを「地図」の形 
 にして、視覚的にわかりやすく解説。さまざまな業界を 
 「深く広く」知るには最適なこの１冊。2020年9月底本発売 

★2022年度版「総合版」「女子版」「優良・中堅企業版」 
「企業研究・インターンシップ版」電子書籍販売開始！ 



著者 Product　ID 出版社名
底本刊行

年月
フォーマット

同時

アクセス1

本体価

同時

アクセス2

本体価

同時

アクセス3

本体価

書名 ISBN

東洋経済新報社【編】 KP00032962 東洋経済新報社 202009 EPUB(固定） ¥4,290 ¥5,720 ¥6,435

会社四季報

業界地図　2021年版
9784492973295

東洋経済新報社【編】 KP00033570 東洋経済新報社 202006 PDF ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

就職四季報

企業研究・インターンシップ版

2022年版

9784492974346

東洋経済新報社【編】 KP00044072 東洋経済新報社 202012 EPUB(固定） ¥6,171 ¥8,228 ¥9,256

就職四季報

女子版　2022年版
9784492972366

東洋経済新報社【編】 KP00044073 東洋経済新報社 202012 EPUB(固定） ¥6,270 ¥8,360 ¥9,405

就職四季報

優良・中堅企業版　2022年版
9784492972670

東洋経済新報社【編】 KP00044071 東洋経済新報社 202012 EPUB(固定） ¥6,270 ¥8,360 ¥9,405

就職四季報

総合版　2022年版
9784492971376

岡茂信　才木弓加　美土路雅子 KP00030341 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,575 ‐ ¥8,937

内定獲得のメソッド

インターンシップ　仕事のホントを

知る！ 見る！ 考える！

9784839972585

岡茂信 KP00030342 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,575 ‐ ¥8,937

内定獲得のメソッド

エントリーシート　完全 突破塾
9784839972530

才木弓加 KP00030343 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,575 ‐ ¥8,937

内定獲得のメソッド

面接　自己PR　志望動機
9784839972547

才木弓加 KP00030344 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,300 ‐ ¥8,250

内定獲得のメソッド

面接担当者の質問の意図
9784839972554

岡茂信 KP00030345 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,575 ‐ ¥8,937

内定獲得のメソッド

自己分析
9784839972561

日本キャリアサポートセンター【問題作成】 KP00030346 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,300 ‐ ¥8,250

内定獲得のメソッド

一般常識　即戦力 問題集
9784839972578

マイナビ出版編集部【編】 KP00030347 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,575 ‐ ¥8,937

内定獲得のメソッド

SPI　解法の極意
9784839972516

出題分野すべての解法パターンが出題頻度順に学習できるSPI3＆テストセンター対策の決定版！  就職採

用試験で数多くの企業が取り入れている筆記試験『SPI』の出題傾向を分析、出題分野すべての解法パター

ンが学習できるように対策問題を掲載。 出題頻度順に学習できるので、重要項目を短期間で効率的にマス

ターできます。 企業によっては出題されることがある「構造的把握力検査」や「ENG」などの対策問題も収録。

コロナで世界の業界地図はどう変わるのか。業界ごとのあらゆる情報を「地図」の形で直感的に分かり安く説

明。激変する１７３業界４０４０社。四季報記者が徹底解説！

これから就活デビューする学生に向けて、はじめての会社選びのための基礎的な方法を伝授します。 就活生

の必携本である『業界地図』や、先輩イチオシの就活バイブル『就職四季報』の使い方・活用術も徹底掲

載！また、「おさらい」や各種のワークも満載なので、本書を読むことで自然に企業や業界を見る眼を育て、企

業・業界研究を進めることができます。会社情報とインターン内容で出会えるわかる１１００社。

離職率や有休取得状況、待遇に加え、 女性の採用実績、育休、キャリアなど人事に直接聞きづらい情報が

盛りだくさん。最新の選考情報から採用人数・配属先まで職種別に調査、 総合職はもちろん、技術系職種

や一般職にも対応しています。業界・企業選びから選考対策まで、「企業研究」はこの1冊でバッチリ！ 女性

ならではの就活や働くがわかる「女子版」は、就活女子の心強い味方です。

『就職四季報』総合版に載せきれなかった4600社の客観情報を大公開！ 地方の有力企業や最新ベン

チャー企業も積極掲載！ 有名企業だけでなく有望・優良企業を狙う就活生の「企業研究」に必携の1冊！

地方有力企業も充実!あなたの求める一社がここに!

欲しいのは「宣伝」じゃない、「ホント」の情報！ 掲載料をもらわず客観・中立的な立場で制作しているので、

会社が出したがらない「離職率」や「有休取得状況」、「残業時間」なども掲載。イメージだけでは見えてこない

会社の全容がわかります。企業研究の決定版！５０００社の客観情報。

マイナビ2022のオフィシャル就活BOOKシリーズとして、「インターンシップ」のすべてを紹介する実用書籍です。

インターンシップに参加する学生が知っておきたい基礎知識や、就業するための社会人としての心得、希望の

業界や職種の理解を深めるための取り組み方から、インターンシップ選考に必要な自己分析、業界研究、ES

（エントリーシート）・面接対策、マナーなどについて具体例を挙げて詳しく解説します。

「内定者はこう書いた！」リアルなネタを大公開。 『マイナビ』だから、企業が「今」欲しい人材、採用担当者の

本音がわかる！　採用担当者のココロに届く自己ＰＲ、ツボを突いたＥＳ記述のノウハウを紹介します。 段階

的に自分の魅力を追求していく自己分析の仕方から、マイナビ上で行なった最新のリアルなＥＳ添削実例

や、実際に一流企業から内定をもらった学生のエントリーシートの記入データを数多く掲載します。

 「面接は聞かれたことを答える場ではない!」  面接担当者の質問の意図を理解し、話し方のコツを覚えれば、他

人より優れた経験やエピソードがなくても面接試験は突破できます! 採用試験で行なわれる面接の基本知識

や質問に対する答え方、集団面接や個人面接など、それぞれ面接対策などを徹底解説。 また、自己分析の

行ない方や自己PRの練り上げ方など、面接試験の実践で生かせる手法を完全掲載！

就職採用試験における面接対策を伝授！  面接試験で必ず聞かれる定番の質問はもちろん、さまざまな質問

に対する具体的な答え方をお教えします。 面接は聞かれたことに正直に答えるだけでは突破できません。面接

担当者がその質問から聞き出したいと考えていること（質問の意図）を知り、それに適した回答をしてこそ、内

定獲得の道は拓かれるのです。自己分析をベースにした誰もが導き出せる解答のヒントを紹介しています。
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内容紹介
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就活は「自己分析」にはじまり「自己分析」に終わるといっても過言ではありません。的確で、詳細な「自己分

析の作業」が出来てこそ、自分にあった適職が見つかり、明確な志望動機、さらには魅力的な自己ＰＲにつ

ながっていきます。 　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（ワークシートへの書き込み作業）を元に進めていくことが出来ま

す。

マイナビオフィシャル就活BOOK『2022年度版』です。新卒採用試験で扱われる筆記試験対策として「一般

常識」の問題・設問に対応した問題集。書籍オリジナル問題はもちろん、『マイナビ』WEBサイト内のコンテンツ

『筆記試験＋一般常識・時事 完全突破塾』から、頻出問題を厳選して掲載しています。
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マイナビ出版編集部【編】 KP00030348 マイナビ出版 202005 PDF ¥3,300 ‐ ¥8,250

内定獲得のメソッド

業界＆職種研究ガイド
9784839972646

才木弓加 KP00030352 マイナビ出版 202005 PDF ¥3,520 ‐ ¥8,800

内定獲得のメソッド

就活ノートの作り方
9784839972653

岡茂信 KP00030354 マイナビ出版 202005 PDF ¥3,575 ‐ ¥8,937

内定獲得のメソッド

就職活動がまるごと分かる本
9784839972639

日本キャリアサポートセンター【問題作成】 KP00030349 マイナビ出版 202005 PDF ¥2,695 ‐ ¥6,737

要点マスター！

SPI
9784839972592

日本キャリアサポートセンター【問題作成】 KP00030350 マイナビ出版 202005 PDF ¥2,695 ‐ ¥6,737

要点マスター！

一般常識
9784839972608

才木弓加 KP00030351 マイナビ出版 202005 PDF ¥2,695 ‐ ¥6,737

要点マスター！

面接＆エントリーシート
9784839972615

美土路雅子 KP00030353 マイナビ出版 202005 PDF ¥2,695 ‐ ¥6,737

要点マスター！

就活マナー
9784839972622

マイナビ出版編集部【編】 KP00030340 マイナビ出版 202004 PDF ¥3,162 ‐ ¥7,906

でるとこだけのSPI 9784839972523

東大ケ－ススタディ研究会 KP00005200 東洋経済新報社 200910 EPUBリフロー ¥3,190 ¥3,987 ¥4,785

現役東大生が書いた

地頭を鍛えるフェルミ推定ノ－ト
9784492556542

坂本直文 KP00020182 東洋経済新報社 201903 PDF ¥3,960 ¥5,280 ¥5,940

就活テクニック大全 9784492223888

村岡哲也 KP00021749 大学教育出版 201907 PDF ¥1,980 ¥2,970 ¥3,960

受験と就活を勝ち抜く力 9784866920276

石田眞 浅倉むつ子 上西充子 KP00031029 旬報社 201703 PDF ¥3,036 ¥3,946 ¥4,554

大学生のためのアルバイト・就活

トラブルQ&A
9784845114993

21

「フェルミ推定」は、日常生活、勉強、就活、ビジネスまで、あらゆる場面で一生役立つ万能の脳力を鍛えてく

れるトレーニング・ツール。いまでは外資系企業の面接問題やビジネスパーソン向けの教育ツールとしても、幅

広く受け入れられるようになってきました。１０００以上のフェルミ推定問題を解いた東大生たちが、その「とっ

かかり」と「解法ステップ」を体系化。だれも書かなかったこの体系さえおさえれば、あなたも最高の思考トレーニ

ングができる。大胆かつ緻密な論理プロセスの構築方法をだれにでもわかりやすく解説！

企業研究、自己分析、エントリーシート、インターン、面接―内定者の「使えた！」と面接官の「効果あり！」だ

けを厳選。だれも書かなかった｢ネットにも載らないテクニック｣が満載！「満席の説明会」に参加するには？「学

歴フィルター」を逆手に取る！熱意は「ノート」でアピール！面接で「質問をコントロール」するには？作者のノウ

ハウを1冊にまとめた完全版！

生涯設計は、大学受験、大学４年間の学修および就職活動によって決定づけられる。そこで著者は、長い

大学教員生活で蓄積してきた知識や体験をもとに、大学受験の心得から卒業後に社会人として活躍するた

めの課題までを、分かりやすく紹介する。

ワークルールを学び　トラブルに備えよう！　大学生が直面する労働問題を具体的なＱ＆Ａで解決。先生も

親も知っておきたい仕事のルール

本書では、主な業界を数多く掲載し、それぞれの業界の動向や活躍する職種と仕事の内容などを紹介してい

ます。 また、業界と業界のつながりがひと目で分かる図も掲載。  さらに、大手や中小企業の中で、隠れた優良

企業を見つけるための方法も紹介しました。 就活生が新たに志望業界や職種を見つけるためのヒントが満載

です。

新卒採用試験で数多くの企業が取り入れている 筆記試験『SPI』のコンパクトサイズの問題集（SPI3完全

対応版）です。  実際の試験で出題頻度の高い項目順に問題が掲載されているので、 ページ順に問題を解い

ていくだけで、 一番、効率よく学習できるようになっています。  短期間で試験対策を行ないたい就活生にとって 

うってつけの問題集です。

新卒採用試験で扱われる『一般常識』の直前対策問題集。『マイナビ』Webサイト内のコンテンツ『筆記試験

＋一般常識・時事 完全突破塾』から、頻出問題を厳選。シンプルでわかりやすい構成によって、時間がない

時でもさっと取り出して、使いやすいスタイルになっています。

  採用試験で行なわれる面接試験の基本知識や質問に対する答え方、集団面接や個人面接での対応法な

ど、それぞれの面接における対策のポイントを分かりやすく解説。 また、面接で聞かれる具体的な質問例を取り

上げながら、本番で役立つ回答例が多く掲載されているので、面接試験の直前対策としても効果的です。

自己分析や業界＆企業研究、エントリーシート＆面接対策といった、就活のすべての場面で得た情報をまと

めておく『就活ノート』。このノートのまとめ方を知ることが、就活をスムーズに進める近道だ。選考突破のカギを

握るノート術を徹底解説。完成した自分だけのノートは内定獲得のための最強ツールになる。

「電話・メール・手紙・ES・履歴書」の書き方、「ＯＢ・ＯＧ訪問」の方法、「会社説明会・面接」での服装や

座り方、あいさつや話し方、表情などのチェックポイントを具体的に説明。直前対策用のマナー＆常識チェック

本です。一問一答式の問題集やチェックシートもついた持っていると安心の実践的な１冊です。

就活スケジュールに対応した最新の就職総合ガイド本です。「きまじめＡ君」「ちゃっかりＢ君」「しっかりＣ子」

が、試行錯誤を繰り返しながら、立ち向かっていく就活戦線。 就活生の等身大の悩みから、絶対に知っておき

たい就活情報と攻略ポイント、人事担当者の意見や本音が満載。 「いつ、どこで、なにをすべきか？」就職前

線における最新情報を盛り込みながら、リアルに「就職活動のオモテとウラ」のすべてを紹介します。

忙しい就活生のための、SPI対策問題集。実際の試験で出題されやすい項目の問題順に学習できるのはも

ちろん、 すべての問題に掲載されている「難易度」を利用すれば、最短時間でSPI対策が可能。学習に時間

をかけられない人のために、難易度がやさしい問題だけを 選択してすべての項目をやるだけで、とりあえず一通

りの対策が終了できます。 本番の試験まで、あまり時間がない人に、うってつけのSPI対策問題集です。
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道幸哲也 淺野高宏 職場の権利教育ネットワーク【編著】 KP00031030 旬報社 202003 PDF ¥2,310 ¥3,003 ¥3,465

学生のためのワークルール入門

［第2版］
9784845116324

伊藤宏 髙橋修 松坂暢浩 KP00031381 中央経済社 202001 PDF ¥4,400 ‐ ¥5,280

大学生のための実践的キャリア

＆就活講座
9784502328411

筒井美紀 KP00034173 有斐閣 201611 PDF ¥3,740 ‐ ¥5,610

殻を突き破るキャリアデザイン 9784641174252

荒木淳子 伊達洋駆 松下慶太 KP00001826 慶應義塾大学出版会 201506 PDF ¥6,160 ‐ ¥9,240

キャリア教育論 9784766422313

海老原嗣生 KP00005306 東洋経済新報社 201501 EPUBリフロー ¥2,640 ¥3,300 ¥3,960

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？
9784492223529

田島麻衣子 KP00011365 アルク 201412 PDF ¥4,620 ‐ ¥6,930

世界で働く人になる！ 9784757426054

田島 麻衣子 KP00013436 アルク 201802 EPUBリフロー ¥4,950 ‐ ¥7,425

世界で働く人になる！実践編 9784757430471

近藤悦康 KP00024249 クロスメディア・パブリッシング 201909 EPUBリフロー ¥2,904 ‐ ¥5,808

はたらくを、しあわせに。 9784295403098

近藤仁 KP00013550 日本経済評論社 201801 PDF ¥1,155 ‐ ¥1,732

学生時代にキャリア力を身につけよう 9784818824904

鈴木祐 KP00025711 クロスメディア・パブリッシング 201912 EPUBリフロー ¥4,620 ‐ ¥9,240
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こんな会社で働きたい

健康経営企業編
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『世界で働く人になる！』の続編。これまで9カ国に住み、60カ国以上の人たちとともに働いてきた著者が、日

本人がグローバルな環境でたくましく働き、生き抜いていく際に役立つ実践的な26のコツを伝えます。「世界で

働く人」が持つ基本的な考え方や、グローバルな環境で生き抜くヒント、これからの「世界で働く時代」にフィット

したワークライフバランスの取り方を提案します。

だれもが経験する労働トラブル。学生の経験に基づく具体的な設問に、専門家が分かりやすく答えます。パー

トやアルバイトのと正社員との差別を禁止する「法改正」も紹介する改訂版。自分を守り仲間を守る法律知

識を身に着けよう。

本書は、大学や短大における「キャリア教育」のテキストとして使うことを想定していますが、大学生がどのような

学生生活を送り、将来の生き方（ライフキャリア）や職業人生（職業キャリア）をどのように考えていけばよい

のかのヒントになるようにと書いています。「キャリア」関係の本は、とかく理屈っぽい理論的な内容に終始してい

たり、単なるノウハウ本だったりします。本書はそのどちらでもない、理論的かつ実践的な「キャリア」の本です。

就職活動が「なぜかうまくいかない」と悩む学生におくる，キャリアデザイン・入門。高校のキャリア教育の先にあ

る「いかに生きるか」という大きな問いを見据え，激動の時代を生き抜くために必要となる具体的な知恵や実

践可能なアイデアを紹介していく。

大学で学ぶことは、将来のキャリアにどのようにつながっていくのか。授業、インターンシップや就職活動、そして就

職後の働き方・学び方について、学習研究や教育学、心理学、経営学の諸理論からわかりやすく解説。「学

ぶこと」そして「働くこと」で、生涯を通じて自分を成長させたいあなたに贈るテキスト。

採用の「手口」を知れば、就活の悩みは９割なくなる。人気企業が隠している就活の「裏側」、「企業は何を

思っているか」「どうしてそんなことをするのか」ということの裏事情を、事例や実務をもとに、詳しく説明。

「非帰国子女」の大学生が、試行錯誤を経て英語を身に付け、世界の人との交流に学び、やがて国連機関

の職員に―。これまで７カ国に住み、６０カ国以上の人たちとともに働いてきた著者が、仕事で必ず役立つ

人づきあいのコツと、英語の学び方を実践的に伝える。
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この本は、科学的根拠（エビデンス）に基づき、「キャリア選択」という正解のない悩みに答えを出す方法を具

体的に解説します。後悔の少ない意思決定をするにはどうしたら良いのか／私たちに本当の喜びをもたらす働

き方とは何か／「人生の選択」という正解のない悩みにどうやって答えを出せばいいのか…これらのベーシックな

問いに取り組み、「自分が幸せになれる仕事＝適職」を正しく選ぶ確率を上げていきます。

35

健康経営企業とは、何より社員を大切に思う会社だ。２０２０年、「健康経営」の現在地！健康経営推

進企業11社の取り組み内容を詳しく紹介！★「こんな会社で働きたい」はシリーズとして県別でも出版されて

います。石川、奈良、兵庫、神奈川、大阪、茨城、広島、埼玉、千葉、が出版されています。

33

将来のキャリア向上に向けて！日本では、新規大学卒業者の１０人中３人が３年以内に離職する。希望

の企業に就職したはずが、多くのミスマッチが発生している。社会人としての将来を見据えたキャリア設計を行う

ため、学生のうちにすべきことはなにか。

32

１日のうち、寝る時間を除くと少なくとも活動時間の半分は「働く時間」です。しかし米国の調査会社による

と、日本の「熱意あふれる社員」の割合はたった６％。働く時間が幸せな社会人は少ないのが現実です。本

書はテレビなど多数のメディアで話題の会社「Legaseed」の代表である著者が、働く時間を充実させること

で、人生を豊かにするアイデアをお伝えします。新社会人、これから就職を控える大学生に読んでほしい一冊

です。
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