電子出版アワード2016 デジタル・インフラ賞 受賞！
Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為の学術情報に特化した
電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます

https://elib.maruzen.co.jp/
No.2017-126

学術認証フェデレーションと連携

キャリア形成関連電子書籍
学生生活に重要なキャリア形成に関する電子書籍をご紹介！
組織のなかで人を育てる
―企業内人材育成とキャリア形成
の方法―

著編者名 佐藤 厚
出版社

有斐閣

同時1アクセス

¥8,000(本体)

著編者名 小杉 礼子

発行年

2016 商品コード

1023366604

同時3アクセス

¥6,300(本体)

ISBN

9784641164383

発行年

¥4,200(本体)

2014 商品コード

1016480243

キャリア形成に役立つデータとその確かな見方を，やさしく解説した好
評書の最新版。図表と解説が見開き２ページで完結し，ビジュアルで読
みやすい。図表を最新のデータにアップデートし，章末の労働法コラム
を一層充実。就活前の基礎知識の習得にも最適な１冊。

キャリアデザイン入門 （※）
著編者名 岩上 真珠
出版社

有斐閣

同時1アクセス

¥4,000(本体)

同時3アクセス

¥8,000(本体)

ISBN

9784641174009

発行年

2014 商品コード

1016606021

キャリアデザインとは，職業や就職活動だけでなく，自分がこの社会で
どう生きたいのか，そのために何が必要かを考え，自分自身の設計図
を描くことである。グローバル化・個人化する社会の中で，いかに「自分
らしく」生きていくかを実践的に学ぶ入門テキスト。
人材サービス産業の新しい 同時1アクセス
役割 ―就業機会とキャリアの
質向上のために―

著編者名 佐藤 博樹
出版社

有斐閣

支援 (support)
著編者名 小杉 礼子

（双書ジェンダー分析 9）

著編者名 武石 恵美子
出版社

勁草書房

勁草書房

発行年

大学生の職業意識と
キャリア教育 ―will can must―
著編者名 谷内 篤博
出版社

勁草書房

同時1アクセス

¥10,300(本体)

発行年

看護学生のためのよくわかる

大学での学び方

同時1アクセス

―スタディ・スキル/キャリア・デザイン
同時3アクセス
/プロフェッショナル・スキル―

著編者名 前原 澄子
出版社

金芳堂

ISBN

同時3アクセス

¥10,500(本体)

ISBN

9784326653836

同時1アクセス

¥9,900(本体)

同時3アクセス

¥14,900(本体)

ISBN

9784326648658
2006 商品コード 1018831469

発行年

働く女性が増えた、女性の活躍の場が広がったというのは本当か？
マクロのデータを見ると、働く女性は増えていないのだ。９０年代以降の
女性のキャリアの何が変わり、何が変わらなかったのかを、実証データ
から解明する。

1020567986

発行年

¥4,900(本体)
¥7,300(本体)
9784765316026
2014 商品コード

1016411938

看護学を学ぶ学生たちが、将来看護職として社会に出たときに身につ
けておくべきスキルを大学で学ぶためのテキスト。レポートの書き方、
対人関係スキル、健康と暮らしの分析など、看護学教育における学び
方を指南する。

¥15,400(本体)

¥7,000(本体)

2005 商品コード

刻々と変貌する大学生の職業意識。就職指導や就職部の役割は今ど
のように変わらねばならないのか。豊富な具体例で迫る。著者のゼミの
学生や卒業生に対する就職指導やキャリア・カウンセリングの実際につ
いて詳しく記述。

9784641164338

同時1アクセス

¥6,900(本体)

9784326653065

ISBN

1016606023

1020567989

ISBN

同時3アクセス

2014 商品コード

2006 商品コード

同時3アクセス

―資格・進学の受験対策と
キャリアアップのために―

発行年

¥7,200(本体)

次の世代がより生きやすくなる仕組みをどう作ればよいのか。イギリス、
アメリカ、ドイツ、スウェーデン、日本の若者政策を詳しく紹介。新たな政
策展開の最前線にある方々への情報提供となる一冊。

ナースのための文章表現法 同時1アクセス

出版社 勁草書房
発行年
2013 商品コード 1017162624
かつて国際的に評価されてきた日本の高校の就職指導は縮小しつつあるが、効果
的なカリキュラム・リンケージが行われている例もある。高校編では、工業高校・福
祉系高校・特別支援学校を事例に検討を加える。大学編では、就職プロセスのイン
ターネット化で発生する問題について論じ、今後の支援策と、教育・労働政策のあり
方を論じる。

雇用システムと
女性のキャリア

出版社

¥11,600(本体)

派遣・請負就業の比重が高まり，職業紹介業を通じた転職なども増える
中，人材サービス産業は存在感を増す一方である。この産業は，現代
日本でいかなる社会的機能を果たしているか。広範な実証研究で明ら
かにし，働く人・企業双方のために克服すべき課題に迫る。

高校・大学の未就職者への

9784326653140

9784641164758

同時1アクセス

大学生のための

¥10,800(本体)

ISBN

¥10,600(本体)

ISBN

―図で見る110のポイント― 改訂版
（※）

有斐閣

同時3アクセス

同時3アクセス

キャリアのみかた

出版社

同時1アクセス

―フリーター・ニート対策の
国際比較―

企業競争力や個人のキャリア発達に欠かせない「人材育成」のあり方と
は? 企業へのインタビュー調査などから、個人と組織が共に学び合い、
成長を遂げていくプロセスの重要性を明らかにする。

著編者名 阿部 正浩

キャリア教育と就業支援

著編者名 山川 美登里
出版社

看護の科学社

¥7,300(本体)

同時3アクセス

¥12,100(本体)

ISBN

9784878040207

発行年

2008 商品コード

1018713633

看護に携わる人のために、医療系小論文の書き方やテクニック、医療
現場で対応できる文書作成ノウハウを解説する。論文のテーマとして、
最近注目される生活習慣病などに焦点を当て、文章表現によく使われ
る言葉の説明も収録。

近代日本の就職難物語

同時1アクセス

―「高等遊民」になるけれど―
（歴史文化ライブラリー 428）

同時3アクセス

¥8,500(本体)

ISBN

9784642058285

著編者名 町田 祐一
出版社

吉川弘文館

発行年

¥5,700(本体)

2016 商品コード

1022022455

高学歴ながら定職に就いていない「高等遊民」。彼らはいかに生み出さ
れ、社会はどう向き合ってきたのか。日本特有の「縁故」採用の実態を
はじめ、近代日本の就活戦線を描く。今日も続く過酷で理不尽な就職事
情の歴史に迫る。
ノンエリートのための
キャリア教育論
―適応と抵抗そして承認と参加―

著編者名 居神 浩
出版社

法律文化社

同時1アクセス

¥9,300(本体)

同時3アクセス

¥13,900(本体)

ISBN

9784589036544
2015 商品コード 1018193956

発行年

まだまだ試行錯誤の段階にあるキャリア教育。自らのキャリア選択にと
まどい、動けなくなってしまっている若者たちと接している現場からの報
告などをまとめる。
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キャリア形成関連電子書籍
キャリア教育論
―仕事・学び・コミュニティ―

著編者名 荒木 淳子
出版社

慶應義塾大学出版会

同時1アクセス
同時3アクセス

¥6,200(本体)

グローバルキャリア
―ユニークな自分の見つけ方―

¥9,300(本体)

ISBN

9784766422313

発行年

2015 商品コード 1018683931

著編者名 石倉 洋子

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、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
説する。

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

著編者名 古閑 博美
出版社

学文社

著編者名 双木 あかり
出版社

大月書店

―学習・生活・キャリア形成―
（シリーズ大学生の学びをつくる）

著編者名 植上 一希
出版社

大月書店

¥9,500(本体)

―成功するための7つのステップ―

同時3アクセス

¥6,800(本体)

ISBN

9784762025297

発行年

2015 商品コード 1018696126

同時1アクセス

著編者名 『就職四季報』編集部

¥3,900(本体)

出版社

実教出版

東洋経済新報社

¥5,900(本体)

ISBN

9784272310517

発行年

2015 商品コード 1018710943

ISBN

9784492223086

発行年

2010 商品コード 1011607106

後悔しないための会社の選び方、人気企業から内定を取るためのアプ
ローチ法、“隠れ優良企業”の見つけ方…などを徹底解説。「総合版」
「女子版」双方に対応。就活生、父兄の必読書。

―20代、30代からの「国際派」
プロフェッショナルのすすめ―

著編者名 黒川 清
出版社

東洋経済新報社

同時1アクセス

¥3,300(本体)

同時3アクセス

¥6,600(本体)

ISBN

9784492555590

発行年

2006 商品コード 1016423934

世界に通じる「プロ」になれ！ 医療・医学教育、経営戦略論・ビジネス
教育のプロとして国際的に活躍する２人が描く、グローバル型キャリア
の新しい成功モデル。

¥4,600(本体)

キャリアショック

同時1アクセス

同時3アクセス

¥6,900(本体)

―どうすればアナタは
自分でキャリアを切り開けるのか?
: career competency―

同時3アクセス

¥6,600(本体)

ISBN

9784272412310

ISBN

9784492531082

発行年

2014 商品コード 1017134873

発行年

2000 商品コード 1016466974

同時1アクセス

著編者名 高橋 俊介

¥5,900(本体)

出版社

東洋経済新報社

¥3,300(本体)

いままで積み上げてきたキャリアそのものが陳腐化し、キャリアチェンジ
が必要になるかもしれない。ビジネスパーソンに向けた警戒警報と、自
分で自分の人生を切り開く方法論の解説書。

知っておきたい業界別

同時1アクセス

¥3,900(本体)

同時3アクセス

¥5,900(本体)

「仕事」を考える本
¥8,800(本体)

（森ゼミ×就職活動の神様）

ISBN

9784272412228

著編者名 占部 礼二

発行年

2014 商品コード 1018934462

文系の大学院生に特化したキャリア支援を手がける一橋大学のスタッ
フが、<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・企業就職希望者の双方に対応し、ポストドクターなどにも役立
つテキスト。

著編者名 全国大学実務教育協会

出版社

世界級キャリアのつくり方

同時3アクセス

同時3アクセス

―体験からキャリアを考える―

自分を「オープン化」して広い世界に目を向け、「ORをANDにする」切り
口で自分の「ユニークさ」を見出し、グローバル人材として活躍しよう。そ
のための実際のプロセスと実践トレーニングの方法などを紹介する。

同時3アクセス

―「研究と就職」をつなぐ実践―

実践キャリア考

9784492532843
2011 商品コード 1016432119

¥2,700(本体)

同時1アクセス

大月書店

ISBN
発行年

同時1アクセス

人文・社会科学系
大学院生のキャリアを切り拓く

出版社

¥6,600(本体)

『就職四季報』
パーフェクト活用術

大学生になるということは、そもそもどういうことなのかを考え、授業の
受け方、学び方、生活の仕方、大学の活用の仕方など、大学生活をこ
なしていくためのコツを紹介。大学卒業後のキャリア形成についても言
及する。

著編者名 佐藤 裕

同時3アクセス

¥6,300(本体)

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、突きつけられる「不合格」-。就職活動の苦しみの理由を、
当事者が綴る。2013年から2014年にかけて執筆した学士論文を単行本
化。

大学生になるってどういうこと?

東洋経済新報社

¥3,300(本体)

同時1アクセス

インターンシップの理論について、最新情報を盛り込みながら
解説し、職能に資する知識や技能、マナーなどを具体的に紹
介する。礼状の書き方やEQチェック、書き込み式の演習なども
収録。

どうして就職活動は
つらいのか

出版社

同時1アクセス

同時1アクセス

¥3,700(本体)

出版社

ユーキャン

ISBN

9784426604806

発行年

2013 商品コード 1018822820

業界・職種ごとに、その仕事に必要な能力、そこで働くために「大学時
代から準備できること」、実際に働いている人のインタビューなどをまと
める。「働く」ということをイメージするための本。書き込み欄あり。

就活・自己PRに使える

同時1アクセス

¥3,900(本体)

同時3アクセス

¥5,900(本体)

フレーズ&キーワード1000
（就職活動の神様）

同時3アクセス

―

ISBN

9784407332261

発行年

2013 商品コード 1022221997

学生時代の体験から自分自身のキャリアを考え開発することのできる
一冊です。演習用ワークシートやケースを利用して、自己理解や体験の
振り返りを効果的に行うことができます。「実践キャリア実務士」の必修
科目「実践キャリア考」にも対応しています。

著編者名

ユーキャン就職試験研究会

出版社

ユーキャン

ISBN

9784426604882

発行年

2013 商品コード 1018822821

「熱意・意欲」をアピールする言葉、「経験・実績」を表現する言葉など、
就活・自己PRに使えるフレーズ&キーワードをまとめたボキャブラリー集。
語句ごとに例文・似た言葉も紹介する。
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