
就職活動・キャリア 
2022 

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（一部除く）、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。 

No.KD0324   2022年2月 

KinoDenなら 学外からアプリで読めるから 読書がはかどる 

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１1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  
 ・Web面接←2023年度版より新登場！ 
＊すべて2021年に出版された2023年度版です 

★業界地図は 『会社四季報』記者が 
 174業界 4080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。2021年9月底本発売 

■「マイナビ就活ブック2023年版」のカタログはこちら（スタンディングオーダー受付中！） 
https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0251.pdf 
■東洋経済「就職四季報2023年版」のカタログはこちら 
https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0323.pdf  

＊2021年12月に出版された2023年版です 

紀伊國屋書店 デジタル情報営業部 
TEL:03-6910-0518  FAX:03-6420-1359 mail： ict_ebook@kinokuniya.co.jp 
＊価格は予告なく変更になる場合がございます。 

https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0251.pdf
https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0251.pdf
https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0323.pdf
https://www.kinokuniya.co.jp/03f/ebook/kinoden/img/KD0323.pdf


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 KP00057198 東洋経済新報社 202106 EPUB(固定） ¥4,620 ¥6,160 ¥6,930

就職四季報

企業研究・インターンシップ版

2023年版

9784492974353

東洋経済新報社 KP00056693 東洋経済新報社 202112 EPUB(固定） ¥6,270 ¥8,360 ¥9,405

就職四季報

総合版 2023年版
9784492971383

東洋経済新報社 KP00056694 東洋経済新報社 202112 EPUB(固定） ¥6,171 ¥8,228 ¥9,256

就職四季報

女子版 2023年版
9784492972373

東洋経済新報社 KP00056695 東洋経済新報社 202112 EPUB(固定） ¥6,270 ¥8,360 ¥9,405

就職四季報

優良・中堅企業版 2023年版
9784492972687

東洋経済新報社 KP00056698 東洋経済新報社 202109 EPUB(固定） ¥4,290 ¥5,720 ¥6,435

会社四季報

業界地図　２０２２年版
9784492973301

岡茂信 KP00044892 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,720 ‐ ¥16,016

内定獲得のメソッド

エントリーシート　完全 突破塾

2023

9784839976552

才木弓加 KP00044893 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,720 ‐ ¥16,016

内定獲得のメソッド

面接　自己PR　志望動機

2023

9784839976453

才木弓加 KP00044894 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,280 ‐ ¥14,784

内定獲得のメソッド

面接担当者の質問の意図

2023

9784839976439

岡茂信 KP00044895 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,720 ‐ ¥16,016

内定獲得のメソッド

自己分析 2023
9784839976347

マイナビ出版編集部【編】 KP00044896 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,280 ‐ ¥14,784

内定獲得のメソッド

一般常識　即戦力 問題集 2023
9784839976545

岡茂信才 木弓加美 土路雅子 KP00044897 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,720 ‐ ¥16,016

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! 2023

9784839976422

才木弓加 KP00044898 マイナビ出版 202104 PDF ¥6,600 ‐ ¥18,480

内定獲得のメソッド

Web面接

オンライン面接の必勝法 2023

9784839975333

マイナビ出版編集部【編】 KP00044890 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,720 ‐ ¥16,016

内定獲得のメソッド

SPI　解法の極意 2023
9784839976576

岡茂信 KP00044903 マイナビ出版 202105 PDF ¥5,720 ‐ ¥16,016

内定獲得のメソッド

就職活動がまるごと分かる本 2023
9784839976460

NO 書影

内容紹介

1
はじめての会社選びのための基礎的な方法を伝授。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！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。

2
企業研究の決定版！５０００社の客観情報。働くリアルがわかる！３年後離職率、

残業時間、有休、休日、配属、年収、ボーナス、初任給など。選考対策にも最適！採用

スケジュール、ＥＳテーマ・通過率、筆記内容・通過率、重視科目、採用実績など。

3
５０００社の客観情報。充実の職種別データで就活や働きやすさがわかる！残業時

間、残業代、従業員の男女構成、新卒３年後離職率、採用実績、配属、平均年収、

初任給、産休・育休取得等。

4
４６００社の客観情報。地方有力企業も充実！あなたの求める一社がここに！３年

後離職率、残業時間、有休取得、平均年収、初任給、採用人数、採用スケジュール、

採用実績校、求める人材、特色・近況、会社業績、など一挙公開！

5
『会社四季報』記者が174業界、4000社を全力解説。業界の重要企業、提携関係、

勢力図、シェア、市場規模、トレンドを見開きの「地図」の形で表示。業界の最新事情が

ひと目で分かる

6
 内定者はどのように自己分析を行なっているのか？　企業が興味を抱く効果的な自己ア

ピールはどうやって書くか？　など、エントリーシートの記入ポイントを徹底解説。 マイナビ上

で行なった最新の自己アピール文添削実例を掲載。

7
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。

8
 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。  本書では、面接担当者の質問

の意図を解説し、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

9
「自己分析」のための書込み式ワークシートです。  本書では、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。  

10
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。

11
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。

12
新たに主流となったWeb面接（オンライン面接）の攻略法を、 何百というWeb面接に関

わり、多くの就活生を大手企業内定に導いた『才木塾』主宰・才木弓加氏が徹底解説。 

これ一冊でWeb面接のすべてがわかります！

13
 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』の出題傾向を分析し、

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。 さらに出題頻度順

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。

14
マイナビオフィシャル就活BOOK『2023年度版』です。るコミカルな就活劇をベースに学生

の知りたい就活情報と攻略ポイント、人事担当者の意見や本音を紹介していきます。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/
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マイナビ出版編集部【編】 KP00044904 マイナビ出版 202105 PDF ¥5,280 ‐ ¥14,784

内定獲得のメソッド

業界＆職種研究ガイド 2023
9784839976408

才木弓加 KP00044905 マイナビ出版 202105 PDF ¥5,632 ‐ ¥15,769

内定獲得のメソッド

就活ノートの作り方 2023
9784839976385

マイナビ出版編集部【編】 KP00044891 マイナビ出版 202104 PDF ¥5,060 ‐ ¥14,168

でるとこだけのSPI 2023 9784839976569

マイナビ出版編集部【編】 KP00044899 マイナビ出版 202105 PDF ¥4,312 ‐ ¥12,073

要点マスター！

SPI 2023
9784839976590

マイナビ出版編集部【編】 KP00044900 マイナビ出版 202105 PDF ¥4,312 ‐ ¥12,073

要点マスター！

一般常識 2023
9784839976583

才木弓加 KP00044901 マイナビ出版 202105 PDF ¥4,312 ‐ ¥12,073

要点マスター！

面接＆エントリーシート 2023
9784839976446

美土路雅子 KP00044902 マイナビ出版 202105 PDF ¥4,312 ‐ ¥12,073

要点マスター！

就活マナー 2023
9784839976415

西川マキ KP00043000 インプレス 202102 PDF ¥4,620 ‐ ¥9,240

基礎からステップアップ！

SPI3突破

テキスト＆問題集 2023

9784295010920

中村一樹 KP00047970 三和書籍 201107 PDF ¥3,850 ¥4,818 ¥5,775

中村一樹式

SPI2ドリル内定の力500
9784862511034

坂東実子 KP00044735 国書刊行会 202102 PDF ¥1,650 ‐ ¥2,475

大学生のための文章表現 練習帳

第2版
9784336071941

田宮寛之 KP00055310 三修社 202111 PDF ‐ ‐ ¥3,080

就活のための「四季報」活用法

(2022年3月末までの特価価格）
9784384060089

光城悠人 KP00048640 すばる舎 201704 EPUB ¥4,620 ¥9,240 ¥13,860

内定力 9784799106167

富士通エフ・オー・エム KP00029360 FOM出版 201410 PDF ¥2,970 ‐ ¥5,940

内定を勝ち取る10のステップ 9784865101553

古閑博美【編著】 KP00027386 学文社 201503 PDF ¥6,270 ¥7,810 ¥9,405

インターンシップ　第２版 9784762025297

15
職種を把握することによって、「自分にマッチした業界はどこか？」「納得して働ける仕事は

何か？」「自分の強みを生かせる業界や仕事は？」を見つけなければいけません。  業界が

ほかのどんな業界とつながっているのかを知れば、新たに興味を抱く職種が見つかるでしょ

う。  

16
就活を成功させるために必須のアイテム、それが「就活ノート」です。  就活ノートには、業界

＆企業研究で得た情報を書き込んだり、自己分析の内容をまとめて記録したり、エント

リーした企業、選考が進んだ企業、面接の内容や終えた後の感想、反省点などを記しま

す。

17
  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。 難易度がやさしい

問題だけを選択しやるだけで、とりあえず一通りの対策が終了するようになっています

Web面接にも対応！  「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。  

22
ステップ式SPI3対策テキスト＆問題集の決定版！SPIの問題は、ほとんどが中学校まで

の数学の知識で解くことができます。でも、いきなり実戦的な問題からスタートすると、「方

程式って…」　「分数の割り算って…」と躓きます。この壁をテキストで取り除きましょう

23
本書は、実際の「SPI ２試験」出題問題を徹底的に分析したうえで、①「試験を突破す

るために不可欠」の分野を厳選し、②「最小限の努力で最大限の効果」を発揮できるよう

に、SPI ２試験のポイントをまとめました。

18
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。

19
『一般常識』の直前対策用問題集です。 『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。

20
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、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。

27
自己分析を行って自分の強みを見つける、業界分析や企業分析を行ってやりたい仕事を

見つける、将来的なキャリアプランを考える、履歴書・エントリーシート・職務経歴書で自分

を上手に売り込む方法、面接で自分らしさをアピールする対策を解説しています。

28
 キャリア教育としてのインターンシップへの関心や理解が深まるよう、理論と実践の両面から

わかりやすく紹介。理論編には最新の情報を、実践編では職場の常識やマナー、スキル等

は就職活動や就職後にも役立つよう、より具体的に解説し充実した内容。

24
 身近なテーマから社会問題まで、さまざまなテーマや資料をもとに文章を書くトレーニング＆

グループワーク８課を収録！ 基本的な知識を復習する「ことばのドリル」や、就職活動にも

役立つ「敬語のドリル」もあります。

25
「四季報」をきちんと使いこなすためのポイントを、68の項目に分けて丁寧に解説。データか

ら企業を知る秘訣や、エントリーシートを書くためのヒントが満載。「内定をもらって一安心」

で終わらないための内定のさらに先にある将来も見据えて指南する。全就活生必携。

26
学生時代にはバイトぐらいしかしていなかったし成績も特筆するほどよくはない。そんな普通

の学生に次々と一流企業の内定を得させた、内定率100％の内定請負人が教える、就

活の新常識。 今の就活の本質を押さえれば、楽しく希望に満ちたものに180度変わる！

21
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二上武生 KP00026133 コロナ社 201809 PDF ¥6,600 ‐ ¥9,900

理工系学生のための

キャリアナビゲーション
9784339078190

藤村博之【編】 KP00047538 有斐閣 202104 PDF ¥4,180 ‐ ¥6,270

考える力を高める

キャリアデザイン入門
9784641165762

アーロン・ズー KP00047780 白桃書房 201910 PDF ¥3,410 ¥3,960 ¥4,620

通年採用時代の就活デザイン 9784561511076

DevRel Meetup in Tokyo【編】 KP00049890 インプレスR&D 202105 EPUB ¥5,280 ‐ ¥10,560

英語で広がる開発者のキャリア 9784844379553

中山芳一 西岡壱誠 八島京平【監】

大学生のための教科書編集委員会【編著】 KP00052177 東京書籍 202104 EPUB(固定） ¥3,300 ‐ ¥6,600

大学生のための教科書 9784487814879

岩井洋 奥村玲香 元根朋美 KP00052227 弘文堂 202103 EPUB(固定） ¥5,940 ‐ ¥8,910

プレステップキャリアデザイン　第5版 9784335001543

高丸理香 宇賀田栄次 原田いづみ KP00053402 有斐閣 202104 PDF ¥4,620 ‐ ¥6,930

大学生として学ぶ

自分らしさとキャリアデザイン
9784641184541

クロスメディアHR総合研究所 KP00044670 クロスメディア・パブリッシング 202104 EPUB ¥4,620 ‐ ¥9,240

こんな会社で働きたい　SDGs編 9784295404507

鈴木孝嗣 KP00043189 労働新聞社 201811 PDF ¥3,850 ‐ ¥6,160

外資系企業で働く 9784897617275

花村邦昭 KP00045507 三和書籍 201511 PDF ¥7,700 ¥9,625 ¥11,550

「働く」とはどういうことか 9784862511881

北岡祐子 KP00046264 ペンコム 202105 EPUB(固定） ¥4,752 ‐ ¥9,504

仕事だいじょうぶの本 9784295405450

久米功一 KP00047465 中央経済社 202012 PDF ¥7,700 ‐ ¥9,240

「働くこと」を思考する 9784502366413

デジタル情報営業部　TEL：03-6910-0518　FAX：03-6420-1359

〒153-8504　東京都目黒区下目黒　3-7-10    ict_ebook@kinokuniya.co.jp
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39
ルーテル学院大学名誉教授、（一社）SST普及協会顧問の前田ケイ先生推薦！安

心して働くコミュニケーションのコツを多数紹介、就労・生活支援30年の著者だから書ける

本、とても役に立ちます！

40
あなたなら、どう考える？答えは１つではありません。身近で切実な問いについて、労働経

済学の成果や思考の枠組みをインストールしながら、自分なりの問題解決にチャレンジして

みよう！

37
本書は、外資系企業と日本企業で人事を長く経験した著者が、両社の共通点と違いを

紹介するだけでなく、外資系企業にまつわるイメージについても解説していますので、外資

系企業への就職や転職を希望される方にもおすすめです。 

38
本書では、女性が働くということを生命論パラダイムで解説している。この生命論パラダイム

によって、「働く」という人間的営為を包括的に捉え直すならどういう世界が新たに見えてくる

か、それを本書では考察している。

35
“自分らしい生き方・働き方”を選択するための準備段階にある大学生に向けた入門書。

グローバル化の現状，働くことにかかわる法律，情報とのつきあい方，市民としての権利

などを学びながら，大学での学びの基礎をつくり，キャリアプランを描けるように導く。

36
本書では、SDGsに自分事として積極的に取り組む日本企業16社の想いと取組み内容

を詳しく紹介します。SDGsの基本的な考えにも触れながら、事例を一つずつ見ていくこと

が、そのまま企業研究にもつながります。

33
これからの時代に求められ、大学生が社会に出てからも幸せに生きられる「主体性2.0」を

キーワードに、大学生が卒業までに身につけたい能力を把握し、理想の自分像を見つけら

れる一冊。現役大学生たちの視点から作られた、未だかつてない大学生必携の教科書。

34
アクティブ・ラーニング（参加型教育）でキャリア指導するために開発した画期的テキストの

最新版。就職活動で大切なのはオリジナリティ。時代の先を見据えて自分の人生プランと

キャリア計画をじっくり考えるために、表現力を養成するワークが中心の実践型教材です。

31
「個」の時代到来にふさわしい根本的な自己プランニングの方法とは。幼年時代から中国・

日本・米国と海外で暮らしてきた著者ならではのアドバイスがちりばめられた、現代就活事

情。就活は個性を創る方法なのだった。

32
本書を読んでも英語が話せるようにも、読み書きが上手になる訳でもありません。英語習

得意欲を刺激する本です。著者の多くは開発者としての経験があり、読者と同じようなキャ

リアを歩んでいます。すぐにでも始められる方法を通して、あなたに刺激を与えてくれます。

30
大学１年生向けに，働くことの社会的意味や大学の学びとのかかわりを説きながら，キャ

リアとキャリアデザインを解説。キャリア教育と専門教育を結びつけ，専門課程に意欲的に

取り組むことも含めて，大学４年間を有意義に過ごすためのヒントが得られるテキスト。

29
歩む道や生き方は皆違うからこそ自分の責任で選択をしなければならない。本書は様々

な資料や図解を交えキャリアの考え方を話し口調で平易に解説。キャリアについて再考した

い社会人，キャリア教育とは何かを考える指導者にも最適。


