
就活・キャリア 

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 

精選37タイトル 
同時アクセス１ 
146,176円(本体価) 
 ※1点からご購入可 

No.KD0072    2019年11月 

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。 

大人気！ 
マイナビ出版 
15点搭載！ 

★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！全１５冊で就活に必要な 
すべてのテーマを網羅！ 
 ・面接対策           ・業界研究    
 ・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                ・マナー対策 

★ 『会社四季報』記者が172業界4030社の 
今とこれからを執筆。業界内における企業の 
業績や順位、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。 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
KinoDen青：0/80/167　→薄めた青：139/194/255ホモ・デジタリス解説：https://www.hakusuisha.co.jp/book/b472222.html



書名 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

著者 ISBN

内定獲得のメソッド　就職活動がまるご
と分かる本

KP00025055

マイナビ出版 201905 PDF ¥4,290 ￥- ¥12,012

岡茂信 9784839969646

内定獲得のメソッド　SPI　解法の極意 KP00025042 マイナビ出版 201904 PDF ¥4,290 ￥- ¥12,012

マイナビ出版編集部【編】 9784839969592

内定獲得のメソッド　エントリーシート
完全突破塾

KP00025044

マイナビ出版 201904 PDF ¥4,290 ￥- ¥12,012

岡茂信 9784839969578

内定獲得のメソッド　面接　自己PR　志
望動機

KP00025045

マイナビ出版 201904 PDF ¥4,290 ￥- ¥12,012

才木弓加 9784839969615

内定獲得のメソッド　面接担当者の質
問の意図

KP00025046

マイナビ出版 201904 PDF ¥3,960 ￥- ¥11,088

才木弓加 9784839969561

内定獲得のメソッド　自己分析 KP00025047 マイナビ出版 201904 PDF ¥4,290 ￥- ¥12,012

岡茂信 9784839969608

内定獲得のメソッド　一般常識　即戦力
問題集

KP00025048

マイナビ出版 201904 PDF ¥3,960 ￥- ¥11,088

マイナビ出版編集部【編】 9784839969554

内定獲得のメソッド　インターンシップ KP00025049 マイナビ出版 201904 PDF ¥4,290 ￥- ¥12,012

岡茂信　才木弓加　美土路雅子 9784839969547

内定獲得のメソッド　就活ノートの作り
方

KP00025054

マイナビ出版 201905 PDF ¥4,224 ￥- ¥11,827

才木弓加 9784839969622

内定獲得のメソッド　業界＆職種研究
ガイド

KP00025056

マイナビ出版 201905 PDF ¥3,960 ￥- ¥11,088

マイナビ出版編集部【編著】 9784839969639

でるとこだけのSPI KP00025043 マイナビ出版 201904 PDF ¥3,795 ￥- ¥10,626

マイナビ出版編集部【編】 9784839969585

要点マスター！　SPI KP00025050 マイナビ出版 201905 PDF ¥3,234 ￥- ¥9,055

マイナビ出版編集部【編】 9784839969684

11
忙しい就活生のためのSPI対策問題集。出題されやすい項目順に学習できます。「難易度」がやさしい問題に集中す
れば、一通りの対策ができます。もう少し学習に時間をかけられる人は、より「難易度」が高い問題に挑戦し、さらなる
対策を進めましょう。自己分析や面接対策の方に時間をさきたい人や、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。

12
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ため、ページ順に問題を解いていくだけで、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いたい就活生にとって、うってつけのコンパクトな問題集です。

9
就職活動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。“できる就活生”ほど、より詳細な情報をノート
にまとめています。実はそれも当然のこと。なぜなら就活ノートのまとめ方を知り、それを実践すれば、就活に必要な対
策が自然とできるからです。本書は就活ノートを作る際のポイントや、自己分析、業界＆企業研究、エントリーシート
＆面接対策などの方法を具体的に分かりやすく説明しています。

10 業界研究と職種研究を行う就活生ための本です。さまざまな業界を幅広く掲載し、それぞれの業界の動向や活躍する
職種、仕事の内容を紹介しました。業界と業界のつながりがひと目で分かる図をはじめ、大手や中小など隠れた優良
企業を見つけるための方法も掲載。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。

NO 書影

内容紹介

1

7 筆記試験の出題傾向を徹底分析！ていねいな解説で問題の本質が分かる一般常識問題集！新卒採用試験の筆
記試験対策に欠かせない「一般常識」の問題・設問に対応した問題集です。本書オリジナル問題のほか、『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。

8
「インターンシップ」のすべてがわかる実用書です。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
する際の社会人としての心得、希望の業界や職種に対する理解が深まる取り組み方、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、マナーについて具体例を挙げて詳しく解説します。

5
就職情報サイト『マイナビ』で活躍中の就職アドバイザー・才木弓加氏が、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教えます。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。明日の面接試験
からでもすぐに活かせる内容が盛りだくさんです。

6
「自己分析」のための書き込み式ワークシートです。自身の特徴・個性・能力などの整理から、自己と適職診断・業
界・業種をつなげる志望動機への発展まで、具体的なWork（ワークシートへの書き込み作業）を元に進めていきま
す。別冊の「書込み式就職ノート」と合わせて活用することで、自己分析、エントリーシート、面接などで活かせる自己
PRや、志望動機への対策が効果的に行えます。

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『SPI』の出題傾向を分析。
出題分野すべての解法パターンを頻度順に学習できるので、短期間で効率よくマスターできます。さらに「構造的把握
力検査」や「ENG」などの対策問題も収録。本番で「こんな問題見たことがない」と驚かないためにも、出題項目を網羅
できる本書でSPI対策しましょう。

新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子さん」
が、試行錯誤しながら立ち向かう就活戦線。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？」最新情報を盛り込みながら、リアルな「就
職活動のオモテとウラ」を紹介します。

2

3
ESはどう作成すれば良い？　効果的な自己ＰＲの方法は？　内定者のリアルなＥＳ記述ノウハウを大公開！アナタ
の魅力をもれなく伝える自己PRのヒントとなる「内定者はこう書いた！」リアルなネタを大公開。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。

4
「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、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、それぞれの対策を徹底解説。また、自己分析の行い方や自己PRの練り上げ方など、
面接試験の実践で活かせる手法を完全掲載！

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025055
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025042
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025044
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025045
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025046
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025047
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025048
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025049
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025054
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025056
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025043
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025050
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要点マスター！　一般常識 KP00025051 マイナビ出版 201905 PDF ¥3,234 ￥- ¥9,055

マイナビ出版編集部【編】 9784839969677

要点マスター！面接＆エントリーシート KP00025052 マイナビ出版 201905 PDF ¥3,234 ￥- ¥9,055

才木弓加 9784839969660

要点マスター！　就活マナー KP00025053 マイナビ出版 201905 PDF ¥3,234 ￥- ¥9,055

美土路雅子 9784839969653

会社四季報業界地図　２０２０年版 KP00024625 東洋経済新報社 201909 PDF ¥4,290 ¥5,720 ¥6,435

東洋経済新報社【編】 9784492973288

就職四季報　２０２０年版 KP00018519 東洋経済新報社 201812 PDF ¥6,263 8351 ¥9,395

東洋経済新報社【編】 9784492971345

就職四季報　女子版 ２０２０年版 KP00018520 東洋経済新報社 201812 PDF ¥6,171 ¥8,228 ¥9,256

東洋経済新報社【編】 9784492972335

就職四季報　優良・中堅企業版 ２０
２０年版

KP00018521

東洋経済新報社 201812 PDF ¥6,263 8351 ¥9,395

東洋経済新報社【編】 9784492972649

就活テクニック大全 KP00020182 東洋経済新報社 201903 PDF ¥3,960 ¥5,280 ¥5,940

坂本直文 9784492223888

時代を勝ち抜く人材採用 KP00014993
ダイヤモンド社 201507 EPUB(固定レイ

アウト）
¥2,970 ￥- ￥-

武井繁　米田光宏 9784478083734

就活のリアル KP00006011 中央経済社 201207 PDF ¥2,640 ￥- ¥3,520

福与弘己 9784502698408

学生時代にキャリア力を身につけよう KP00013550 日本経済評論社 201801 PDF ¥1,155 ￥- ¥1,732

近藤仁 9784818824904

知らないと損する会社と職場の歩き方 KP00005154 東洋経済新報社 201301 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,125 ¥4,950

高城幸司 9784492261064

就活のための自分マーケティング KP00006164 中央経済社 201112 PDF ¥3,135 ￥- ¥4,180

佐藤正弘 9784502691607

24
どんな時代でも生き抜ける！イマドキの「会社の歩き方」を身につけよ！これからの「本当に重要な仕事スキル」＝「人
間力・転職価値・社会調整力」を高める方法を大公開。

25
マーケティングの考え方を使って就活を乗り切れ！先輩たちのＥＳ例を収録。

就活を成功させたいのであれば、ある程度テクニックも必要ですが、まずは正しい就活の背景や思考を知ることです。知
性、意図がなければ、テクニックは活かせません。そのため、相手となる企業側の採用活動や考え方などを知り、戦略
的に就活を行う必要があります。これからの就活戦略の思考法。

23
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。

22

販売可能機関は、大学、学校、公共図書館。

18
企業研究の決定版！５０００社の客観情報。充実の職種別データで女性の就活や働くがわかる！マスコミ・メディ
ア、コンサルティング・シンクタンク・リサーチ、情報・通信・同関連ソフト、商社・卸売業、金融、メーカー（電機・自動
車・機械）、メーカー（素材・身の回り品）、建設・不動産、エネルギー、小売、サービス

19
企業研究の決定版！５０００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！注目企業
編（マスコミ・メディア；コンサルティング・シンクタンク・リサーチ；情報・通信・同関連ソフト；商社・卸売業；金融；
メーカー（電機・自動車・機械）、メーカー（素材・身の回り品）、建設・不動産、エネルギー、小売、サービス）、
域別有力企業編（北海道・東北；東京都；関東；中部；大阪府；近畿；中国・四国；九州・沖縄）、特集
（見分ける！会社の実態；重要データランキング）

20

21

15
いつでも、どこでも、面接会場にも持っていける直前対策用のマナー＆常識チェック本！「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。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。

17
企業研究の決定版！５０００社の客観情報。マスコミ・メディア、コンサルティング・シンクタンク・リサーチ、情報・通
信・同関連ソフト、商社・卸売業、金融、メーカー（電機・自動車・機械）、メーカー（素材・身の回り品）、建設・
不動産、エネルギー、小売、サービス

13
直前対策にぴったりな一般常識問題集！新卒採用試験で扱われる『一般常識』の直前対策用のポケット版問題集
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、時間がないときでもさっとチェックできる使いやすいスタイルが特徴です。

14
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わかりやすく解説。また、面接で聞かれる具体的な質問例や、本番で役立つ回
答例を数多く掲載しているので、面接試験の直前対策としても効果的です。面接試験を受けにいく電車内でも利用
しやすい、コンパクトにまとまった面接対策本です。

16
四季報記者が読み解く１７２業界４０３０社。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025051
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025052
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00025053
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018519
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018520
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00018521
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00020182
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00014993
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00006011
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00013550
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00005154
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00006164
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新卒採用基準 KP00005272 東洋経済新報社 201502 EPUBリフロー ¥5,940 ¥7,920 ¥8,910

廣瀬泰幸 9784492223512

ＩＲ就活 KP00006017 中央経済社 201307 PDF ¥3,300 ￥- ¥4,400

前澤秀忠 9784502481901

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？

KP00005306

東洋経済新報社 201501 EPUBリフロー ¥2,640 ¥3,300 ¥3,960

海老原嗣生 9784492223529

どうして就職活動はつらいのか KP00001012 大月書店 201504 PDF ¥3,872 ￥- ¥5,808

双木あかり 9784272310517

キャリアショック KP00005104 東洋経済新報社 200012 EPUBリフロー ¥3,300 ¥4,125 ¥6,600

高橋俊介 9784492531082

本当のホワイト企業の見つけ方 KP00005089 東洋経済新報社 201407 EPUBリフロー ¥3,520 4400 ¥5,280

東洋経済新報社ＣＳＲプロジェクトチー
ム　岸本吉浩　山本昌弘【監修】

9784492223437

はたらくを、しあわせに。 KP00024249
クロスメディア・パブリッシング
（インプレス）

201909 EPUBリフロー ¥2,904 ￥- ¥5,808

近藤悦康 9784295403098

人文・社会科学系大学院生のキャリアを
切り拓く

KP00000987

大月書店 201403 PDF ¥5,808 ￥- ¥8,712

佐藤裕　三浦美樹 9784272412228

世界で働く人になる！ KP00011365 アルク 201412 PDF ¥4,620 ￥- ¥6,930

田島麻衣子 9784757426054
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36

組織に依存する時代は終わり、一社でキャリアを終えるのが当たり前ではなくなった。個人で何か専門的な知識や技術
を身に付け、組織に関係なく生計を立て、キャリアを積んでいくプロフェッショナル、なかでも世界に通用する“国際派”プ
ロフェッショナルという生き方がますます注目されている。本書では、「世界級」のキャリアをもつ著者二人の経験をもとに、
「国際派プロ」とはどういう人か、そこにいたるまでのキャリアステップ、そして「現場力」「表現力」「時感力」「当事者力」
「直観力」という国際派プロに必要な５つの力を身に付けるためのアクションプランを示す。

37
「語学の壁」と「ネットワークの壁」を乗り越えて、世界に通用するビジネスパーソンになる。シリコンバレーで起業し、在米
３０年の著者が解き明かす新興国も実践するネットワークとイノベーションのノウハウ。

34
「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。

35
『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。

32

『伸びてる会社がやっている「新卒」を「即戦力化」する方法』の著者第二弾！！あなたにとって、はたらくことはしあわせ
ですか？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。プライベート
は楽しく過ごせるのに、なぜか幸せを実感できない、という人の多くは、おそらく、「はたらくを、しあわせに。」できていないの
です。本来、はたらくということは自分の時間（命）を有意義にするためのものです。たった一度の人生をやる気の生ま
れない会社に行って仕事をするのは、自分の時間の使い方、すなわち命の使い方としてあまりにもったいないのではない
でしょうか。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。
日本以外での販売不可（900//）。

33 文系では全国で初めて大学院生に特化したキャリア支援を手がけた一橋大学。本書ではそのスタッフが、これまでの蓄
積をもとに“研究と就職”のためのポイントを具体的・実践的に提供。研究職志望者・企業等への就職志望者の双方
に対応し、ポストドクター・外国人留学生・大学教職員にも役立つ必携のテキスト。

30
個人主導のキャリア開発の全体像を初めて体系化。自分でキャリアを切り開く人の「行動」パターンと「発想」原理がわ
かる。

31
「ゆったり働ける」だけでは真のホワイト企業ではない。人材活用・環境・企業統治・社会性といったＣＳＲ（企業の
社会的責任）の観点や財務状況から、本当の優秀企業を見る眼を養う徹底ガイド。２８２社採録！

28 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。

29
突然就活モードに切り替わる友人たち、薄っぺらい自己分析、大量のエントリーシート、そして突きつけられる「不合格」
―。当事者が綴る苦しみの理由。就活を生き抜くために。

26
企業の「視点」パーフェクトガイド。あらゆる企業が注目する「５つの基準」を網羅。その他、企業が加点的に見るポイン
トを解説。ちなみに、「学歴」は大した問題ではない。この１冊で、「やるべきこと」がすべてわかる。

27
プロの投資家が使っているＩＲ情報。就活生もＩＲ情報を使えば、本当に良い会社、自分に合った会社がきっと見
つかる。

https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00005272
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00006017
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00005306
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00001012
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00005104
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00005089
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00024249
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00000987
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00011365
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00013436
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00005143
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/bookdetail/p/KP00005139

	スライド番号 1
	貼り付けシート (ボーダー書式)

