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マイナビ
マイナビ 2016 オフィシャル就活BOOK 全8巻セット
※発売と同時に
2015年版の
販売を終了します。

＜学術機関向け価格＞
同時1アクセス： ￥22,000＋税
同時3アクセス： ￥55,000＋税

※ 各巻分売可

就職活動がまるごと分かる本
就職活動がまるごと分かる本

エントリーシート完全突破塾
エントリーシート完全突破塾

「きまじめA君」「ちゃっかりB君」「しっ
かりC子さん」の悪戦苦闘を通して、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。就活生の等身
大の悩みから、知っておきたい就活情
報、人事担当者の意見や本音までを
満載。

エントリーシート作成の極意を伝授。
内定者はどのように自己分析を行
なっているか。効果的な自己ＰＲは
どうやって書くか。一流企業から内
定をもらった学生のES記入データ
や添削実例をベースに採用担当者
のココロに届く、ツボを突いたES作
成のノウハウを大公開します。

自己分析

面接 自己PR
志望動機
自己

ESや面接で、明確な志望動機、魅力
的かつウソのない自己PRを伝えるた
めの近道をナビゲートします。
慌てず、迷いのないES作成、面接へ
の対応をサポート。自己分析はもちろ
ん、適職分析から自己PR・志望動機
作成まで、未来を示す「羅針盤」が一
冊に！

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
きる！新卒の就職活動で、個人面
接やグループディスカッションをクリ
アするコツ&ノウハウを伝授します。

面接担当者の質問の意図
面接担当者の質問の意図

業界&職種研究
業界 職種研究ガイド
職種研究ガイド

面接試験の定番の質問、ニュースや
時事問題に関する質問や思いがけな
い質問など、面接担当者の質問の意
図を明らかにしながら解説します。
面接担当者が本当に「知りたい」「探り
たい」「確かめたい」ことを先読みした
回答例も掲載。

業界研究は就職活動の第一歩! 製
造業、流通・小売業、金融業といっ
た各業界の概要や、より深く業界を
知るためのポイント、主な募集職種、
利益を生み出すまでの過程等をわ
かりやすく紹介します。優良企業
チェックリストも掲載。

要点マスター!
要点マスター
就活マナー

要点マスター!
要点マスター
面接&エントリーシート
面接 エントリーシート

内定獲得を左右する社会人のマナー
とルールとは? 電話のかけ方、エント
リーシート・履歴書類の書き方、面接
でのふるまいなど、具体的な就活シー
ンに沿って重要ポイントを解説します。
書き込み式の問題も収録。

集団面接や個人面接での対処法、選
考を突破するエントリーシートの書き
方など、押さえておきたい就活のポイ
ントを分かりやすく解説します。
また、面接で聞かれる具体的な質問
例、内定につながる回答例も掲載す
る。

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善オリジナルのプラットフォームです

速効!図解
2013
速効 図解PowerPoint
図解
―総合版
総合版―
総合版

速効!図解
& Excel
速効 図解Word
図解
2013

PowerPoint 2013の基本から応用ま
でを網羅し、素早く簡単に使いこなす
ための機能やテクニックをわかりやす
く図解します。Windows・Office 2013
対応。

Word & Excel 2013の基本から応用
までを網羅し、効率的にマスターでき
るよう、わかりやすく図解します。
Windows・Office 2013対応。

速効!図解
2013
速効 図解Excel
図解
―総合版
総合版―
総合版

速効!図解
2013
速効 図解Word
図解
―総合版
総合版―
総合版

Excel 2013の基本から応用までを網
羅し、素早く簡単に使いこなすための
機能やテクニックをわかりやすく図解
します。
Windows・Office 2013対応。

Word & Excel 2013の基本から応用
までを網羅し、効率的にマスターでき
るよう、わかりやすく図解します。
Windows・Office 2013対応。

速効!図解
2013
速効 図解Access
図解
―総合版
総合版―
総合版
Access 2013でデータベースを作成
する方法を、図版を使い1つずつ順を
追って説明します。基本から応用まで、
素早く効率的に操作がマスターできま
す。Windows・Office 2013対応。

底本情報
書名

著編者

■マイナビ2016オフィシャル就活BOOK 全8巻セット
内定獲得のメソッド
（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
エントリーシート完全突破塾 -内定獲得のメソッド（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
自己分析 -内定獲得のメソッド（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
面接 自己PR 志望動機 -内定獲得のメソッド（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
面接担当者の質問の意図 -内定獲得のメソッド（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
業界&職種研究ガイド -内定獲得のメソッド（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
要点マスター!就活マナー
（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
要点マスター!面接&エントリーシート
（マイナビオフィシャル就活BOOK '16）
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ISBN
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販売価格（本体）
同時

１アクセス

同時

商品コード

３アクセス

22,000

55,000

1016378765

岡 茂信

マイナビ

2014 9784839952785

3,100

7,700

1016378757

岡 茂信

マイナビ

2014 9784839952853

3,100

7,700

1016378758

岡 茂信

マイナビ

2014 9784839952815

3,100

7,700

1016378759

才木 弓加

マイナビ

2014 9784839952792

3,100

7,700

1016378760

才木 弓加

マイナビ

2014 9784839952822

3,100

7,700

1016378761

マイナビ編集部

マイナビ

2014 9784839952839

3,100

7,700

1016378762

美⼟路 雅子

マイナビ

2014 9784839952884

2,500

6,100

1016378763

才木 弓加

マイナビ

2014 9784839952907

2,500

6,100

1016378764

速効!図解PowerPoint 2013 -総合版-

野々山 美紀

マイナビ

2013 9784839946005

5,500

13,800

1016378766

速効!図解Word & Excel 2013

東 弘子

マイナビ

2013 9784839946012

5,500

13,800

1016378767

速効!図解Excel 2013 -総合版-

木村 幸子

マイナビ

2013 9784839945985

5,500

13,800

1016378768

速効!図解Word 2013 -総合版-

東 弘子

マイナビ

2013 9784839945992

5,500

13,800

1016378769

速効!図解Access 2013 -総合版-

国本 温子

マイナビ

2013 9784839946029

6,100

15,200

1016378770
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※表示価格は税抜きです。
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