第 ４ 7 号

広島市立大学附属図書館報

growing in OZUKA

特集

「図書館」と「就活」、なんとなく結びつかない…という方もいるかもしれません。
…が、図書館には就職活動に役立つ情報も集められています。
今回は、皆さんが就職活動をする中で、図書館でできるコトを紹介します。

まずはココ！
■図書館３Ｆ

就職関係図書コーナー
■
○○になりたい！

就職活動って、
どうしたら
いいの？
○○業界って、今
どうなってるの？

自分に向いている
仕事って？
そもそもどんな仕事が
あるんだろ？

気になる会社が
あるんだけど、
最新データは
どうやって
調べたらいい？

働くって何だ！？

こんな気持ちになったとき、ぶらりと立ち寄ってみてください。
図書館入って右手、「就職関係図書コーナー」です。
その名のとおり、就職活動に関する資料が集められています。
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就職・就活を知る
就職活動のスタートラインに立って、
「就職って何だろう？」
「具体的にどんなことをしたらいいの？」
という疑問がフツフツと湧いてきたら…。就職する（＝働く）ということや就職活動について書かれた
本を紹介します。

『学生のためのキャリア形成と就職成功へのス
テップ』鮎川二郎, 加賀博執筆， 実教出版，2006 年

『就活のバカヤロー』石渡嶺司, 大沢仁著，
光文社，2008 年

【377.9 ｱﾕ】

【377.9 ｲｼ】

学生・企業・大学をそれぞれ取材して書かれた
本。就職活動の現実や舞台裏が垣間見られます。
欄外に就活に役立つサイトや本などが紹介され
ています。

「自己分析」｢業界研究｣｢エントリーシート作成｣
など、就職活動の一連の流れを押さえ、それぞれ
の具体的な方法を紹介しています。

ほかにもこんな本があります
『18 歳からのキャリアプランニング』大久保功, 石田坦, 西田治子著，北大路書房，2007 年【377.9 ｵｵ】
『就活のまえに』中沢孝夫著，筑摩書房，2010 年 【377.9 ﾅｶ】
『社会人への準備』水原道子編著，学文社，2002 年【377.9 ﾐｽ】
『就活って何だ』森健著，文藝春秋，2009 年【377.9 ﾓﾘ】
『実況中継大学生のためのキャリア講義』山本直人著，インデックス・コミュニケーションズ，2007 年
【377.9 ﾔﾏ】

『大学生のためのキャリア開発入門』渡辺峻編著，中央経済社，2008 年【377.9 ﾜﾀ】

仕事を知る
自分の進む道を決めるとき、どんな道があるかを知っておくと
可能性が広がりますよね。
パラパラ読んでみると、「こんな仕事もあるんだ！」と発見が
あるかもしれません。

『私の仕事 : 65 人の職業人の足跡』月刊進路指導編集部編，実業之日本社，2005 年【366.29 ｹﾞﾂ】
『仕事のカタログ 2011-2012 版』【366.29 ｼｺﾞ 11-12】
『18 歳のハローワーク』18 歳のハローワーク制作プロジェクト編著，ゴマブックス，2009 年
【366.29 ｼﾞﾕ】

『NHK あしたをつかめ平成若者仕事図鑑』[1],2

NHK「あしたをつかめ」制作班編，日本放送出版協会，
2005-2008 年

【366.29 ﾆﾎ 1,2】

『やりたい仕事がある!』池上彰監修，小学館， 2005 年【366.29 ﾔﾘ】
『職業レファレンスブック』労働政策研究・研修機構編，労働政策研究・研修機構， 2004 年【366.29 ﾛｳ】

【

】内は請求記号です。配架場所が書かれていないものは、就職関係図書コーナーにあります。
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業界を知る
業界研究をするときは、こんな資料が役立ちます。

『第 11 次業種別審査事典』

日経文庫. 業界研究シリーズ
日本経済新聞社

金融財政事情研究会編，金融財政事情

ひとつの業界の全体像を把握で
きる本。人気アナリストが執筆し
ています。毎年出版されるもので
はないため、出版年に注意しなが
ら参考にしましょう。

研究会，2008 年
【R338.55 ｷﾝ 1～9

『キャリア形成ガイドブック』
坂本恒夫編，中央経済社， 2008 年
【377.9 ｻｶ】

3F ﾚﾌｧﾚﾝｽ】

1,290 業種のデータを収録。業種
の特色や業界の動向、業務内容を
知ることができます。各業界団体
の URL も掲載されています。

銀行や商社などの業種ごとに、キ
ャリアデザインやインターンシ
ップについて解説。その業界で働
く人が、業界の説明やアドバイス
を執筆しています。

企業を知る
興味のある企業が出てきたら、その企業の情報を集めましょう。また、どんな企業があるのかを
知るのにも使えます。

『東商信用録

『CSR 企業総覧

中国版 平成 22 年版』

東京商工リサーチ広島支社，2010 年

2010』 東洋経済新報社，2005 年
【R335.15 ｼｴ 10】

【R335 ﾄｳ 10】

基本的なデータだけでなく、「企業の社会的責任」
（ＣＳＲ＝Corporate Social Responsibility）を果たすた
めの取り組み（環境対策・女性登用等）も掲載さ
れています。収録対象は調査に応じた上場企業・
主要未上場企業。

中国 5 県の約 29,400 社の企業情報を収録。未
上場企業の情報も多く掲載されています。金融機
関以外は業績等から ABC の 3 段階に格付されて
います。

ほかにもこんな本があります
『広島企業年鑑 2010 年版』広島経済レポート編，広島経済研究所，2009 年【R335.03 ﾋﾛ 10 3F ﾚﾌｧﾚﾝｽ】
『帝国データバンク会社年鑑 第 91 版(2011)』 帝国データバンク，2010 年 Coming soon!
※就職関係図書コーナーには企業の「ＣＳＲ報告書」も置いています。

■就活にも役立つデータベース■

JapanKnowledge Classic

附属図書館ホームページ＞電子ジャーナル・データベース＞
(契約データベース・電子ジャーナル欄)JapanKnowledge Classic
＞JapanKnowledge＞ログイン

『会社四季報』
（東洋経済新報社）『週刊エコノミスト』（毎日新聞社）『日本大百科全書』（小学館）
などの情報・記事が検索できます。利用後はログアウトを忘れずに！
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9 月某日、図書館職員の佐伯と田中が、就職相談室（本部棟 1F）の井口さんと深井さんにお話を伺ってきました！
相談室は朝8時半から夕方6時頃（休業中は5時頃）まで開いてい
ます。井口さんと深井さんのお二人が対応してくださいます。
相談室には、企業からの求人票はもちろんのこと、面接ノウハウ
本や試験問題集、会社四季報などの図書・雑誌、全国の会社のパン
フレット（50音順に整理されていました！）、先輩たちの就職活動
報告書などがあります。
このなかでのオススメは何と言っても『就職活動報告書』です。
これは先輩方の就活の報告書で、会社の面接や筆記試験の内容、就
活への取り組み方や反省が書かれています。ただ漠然と頭の中で『就
活』を考えるより、まずこれを読んでみましょう。

エントリーシートの書き方や添削、面接の模擬練習（要予約。会議室を貸し切って行う実地に近い
面接です。）、色々な悩みを相談しても大丈夫。恥ずかしがらずに声をかけてみましょう。
お二人からは、「バランスよく情報を得て使いましょう。たとえば中央の企業だけでなく地方の企
業の情報も頭に入れて、面接締切が過ぎてしまった！なんてことがないように。」「同じようなエン
トリーシートを書いても面接官の心はつかめないよ、自分の言葉で書かなきゃ。」「インターンシッ
プのアポイントの電話一つ一つがもう就活です。」などのアドバイスや、「どのガイダンスも参加し
てください。大事なガイダンスは複数回開催していますので！」「なかなか道が開けない、そういう
ときこそ来てほしい。」といった力強いメッセージも。
頭の中や、ネットだけで就活を考えるのではなく、とにかく就職相談室に足を運んで、相談してみ
ること、他の学生の姿を見ること、アクションを起こすことが大切だと思いました。

新聞・雑誌のススメ
図書だけでなく、新聞や雑誌も、就職活動をする上で役立つ情報源です。新聞・雑誌を読むと、
・社会の動きを把握できる。
・最新の業界・企業情報を得ることができる。
・様々な記事が掲載されているので、いろんな業界を俯瞰できる。
時間のないときはパラパラと読むだけでもよいので、定期的に目を通すことをオススメします。
新聞
・
『日本経済新聞』
・
『日経産業新聞』
・
『日経流通新聞』
・
『日刊工業新聞』

雑誌
・『週刊東洋経済』
・『週刊ダイヤモンド』
・『日経ビジネス』

特に業界・企業情報が多
く掲載されています。
※中国地方の企業情報は、
『中国新聞』の「中国ブロッ
ク経済面」にも。

☟こんな本もあります。
『日本経済新聞の読み方

企業や企業人についての連載があり、ある業界
を取り上げて特集を組むこともしばしば。
『週刊ダイヤモンド』ではズバリ「2011 年就
活ガイダンス業界徹底研究」という特集が組ま
れたことも（2009.10.3 号～2009.11.21 号）！

2009-2010 年版』

日本経済新聞出版社編，日本経済新聞出版社，2009 年
【330 ﾆﾎ 09-10】
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出張講座
10 月 27 日(水)～11 月 9 日(火)は読書週間です。
“いちだい知のトライアスロン”では、この秋、様々
なイベントを予定しています。芸術の秋、読書の秋。あなたもチャレンジしてみませんか？

広島市立大学「いちだい知のトライアスロン」・広島市映像文化ライブラリー連携事業

出張講座 ＆ 映画上映会「他人の顔」（勅使河原宏監督 安部公房原作）
日時：11 月 6 日（土）17 時 30 分～
（講演会 17 時 30 分～、映画上映会 18 時 10 分～）
会場：広島市映像文化ライブラリー２階ホール（広島市中区基町３番１号）
講演：「映画を読む」 佐藤深雪（広島市立大学国際学部教授）
入場料無料。事前申込みが必要です。図書館カウンター、またはメール、FAX でお申込みください。
★E-mail：hcu-tri@hiroshima-cu.ac.jp
★FAX：082－830-1659

ちょっと
一言

広島市映像文化ライブラリーは、日本映画史に残る名作映画、広島にゆかりのある作品、
平和をテーマにする作品など、約 600 点を所蔵する映像の専門施設です。毎月テーマや
監督による特集を組み名作映画の上映を行うほか、海外の映画も上映しています。

ひろしま美術館出張講座（第 2 回）

「本を彩る美の歴史－本をめぐる〈雅の世界〉と〈優美の世界〉 」(展示会期 10/2～11/7)
日時：10 月 30 日（土）14 時 30 分～
会場：ひろしま美術館本館ホール（広島市中区基町３番２号）
内容：講演「本の歴史と読書の絵」
大井健地（広島市立大学芸術資料館長 国際学部教授）
講演「私の図書館ものがたり」 藤本黎時（広島市立大学・広島大学名誉教授）
ギャラリートーク 古谷可由（ひろしま美術館学芸員）
入場無料。学生証・身分証明書を提示してください。事前申込みは不要です。

広島市現代美術館出張講座（第 1 回）

「森村泰昌：なにものかへのレクイエム－戦場の頂上の芸術」(展示会期 10/23～1/10)
日時：1２月４日（土）14 時～
会場：広島市現代美術館 2 階会議室（広島市南区比治山公園１番１号）
内容：講演 加治屋健司（広島市立大学芸術学部准教授）
ギャラリートーク 角奈緒子（広島市現代美術館学芸員）
最新情報はいちだい知のトライアスロン HP http://triathlon.hiroshima-cu.ac.jp/でご確認ください。

図書館の関連イベント・・・
館内展示「芸術としての本」 10 月 4 日(月)～11 月 5 日(金)
ひろしま美術館の特別展「本を彩る美の歴史」と関連して、図書館の貴重書庫で保管している「黙示
録註解」「ケルズの書」
「源氏物語絵巻」の複製や、日本近代文学の名作の初版本の複製を展示します。
その他、本の装丁についての図書も紹介します。

ミニガイダンス

申し込み受付中！

図書館では、図書館の様々な機能を使いこなしていただけるように、テーマごとのミニガイダンスを開
催しています。
「就職活動ガイダンス」も用意しています。業界情報・企業情報の集め方、自己分析に役
立つ図書の紹介など、就職活動に役立つ情報満載です。個人・グループ、ゼミ単位でお申込みいただけま
す。ぜひご活用ください。
申込先：tosho-litera@lib.hiroshima-cu.ac.jp
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わたしの一冊
芸術学部

南 昌伸

教授

『日本人になった祖先たち : DNAから解明する多元的構造』
篠田謙一著 日本放送出版協会 2007年
タイトルに魅かれて手には取ったが、サブタイトルを見て棚に返しかけた一冊。タイトルから受けた
イメージとサブタイトルのギャップが気になり再び開いてみた。得意な分野ではなさそうだったが、
DNA 解析によって解明された人類の進化と拡散の検証を分かりやすく解くというので、読むに至った
一冊である。
現代の DNA 鑑定では、同じ型の人が表れる確率は 4 兆７千億人に一人と言われるほど技術は進ん
でいるらしい。DNA を解析する分子生物学の進歩の結果である。
1997 年、ネアンデルタール人骨の DNA の抽出と分析に成功し、その解析によって、彼らは私たち
と 70〜50 万年前に別れた別のグループであることが判明。また、現人類のミトコンドリア DNA の
起源は、２０万～１０万年前のアフリカの一人の女性であり、その子孫たちの一部が８万年～２万４千
年前にアフリカを出て最初の旅立ちをしたらしい。
多少肩は凝るが DNA の解析による系統図や分布図を読み解きながら進んでいくと、まるで、進化、
拡散していく人類を神の領域からでも俯瞰しているかのような錯覚に陥る。地球が妙に小さく感じら
れ、人種、民族、国境が存在することすら忘れてしまいそうである。
自分たちのルーツをどこまでリアリティーを持って遡っていけるのか興味は尽きない。たまには肩の
凝る本もいいかなと思う。本書がきっかけで、リアリティーの持てる２冊目に出会うことが出来た。
この本は図書館３階にあります。ご利用ください。

＜請求記号

469.91 ｼﾉ＞

● 返却忘れはありませんか？
夏休みの特別貸出期間に借りた図書の返却期限は１０月８日（金）です。
返却期限を過ぎた資料が１冊でもあると、新たな資料の貸出ができなくなります。
必要なときに「借りられない！」ということのないよう、今一度確認しましょう。

市大コーナー新着図書
『HIROSHIMA & PEACE』キャロル・リナート, オマール・ファルーク, 井上泰浩編
『OFDM 技術とその適用』生岩量久, 安昌俊共著
『吉宝丸展 : いざ、船内探険! : HIROSHIMA ART PROJECT 2009』
『‘THE LIGHT’‐PORTRAITS OF THE ‘HIBAKUSHA’』

２０10 年 10 月 1 日発行

編集後記

広島市立大学附属図書館

今回は、
「図書館で就活」と題して、図書館でできる就職活動につい
て特集しました。図書館には就職に関係する本や雑誌、データベース
があります。就活中の人もこれからという人も、上手に活用してくだ
さいね。
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広島市安佐南区大塚東三丁目４番１号
TEL ：（082）830-1508
FAX ：（082）830-1659
E-mail tosho＠lib.hiroshima-cu.ac.jp
http://www2.lib.hiroshima-cu.ac.jp

