仙台市図書館 パスファインダー №2

「就職・資格」について調べる
「就職・資格」に関する調べ方のガイドです。図書館では、様々なツールから
情報を入手できます。
調べ方の案内
①事典や辞書で調べる
⑤視聴覚資料で調べる

②本で調べる ③雑誌で調べる ④新聞で調べる
⑥インターネットで調べる ⑦類縁機関の紹介

キーワードを挙げてみよう
資料検索端末（OPAC）や各種データベースを検索する際に入力するキーワードの例です。
＜主なキーワード＞
就職

転職

中途採用

職業

雇用 会社

企業

資格

履歴書

経歴書

面接

など

個別の職業については、その職業をキーワードとして検索するか、それぞれの分野の棚
を探します。例：行政書士（327）、介護・福祉の仕事（369.1）、気象予報士（451）

本で調べる
〈仙台市図書館の本を探す〉
●テーマの棚に行って探す
就職・資格に関係するテーマの本を探すときは、まず労働・雇用のコーナーへ行っ
てみましょう。
＜関連分野の分類＞
366

労働・雇用

377

学生・就職活動

814・816

時事用語

論文

●資料検索端末（館内 OPAC）で調べる
各図書館にある資料検索端末で、図書館の蔵書を調べることができます。
資料の状態（在庫・貸出中など）、配架場所、請求記号（背ラベルに表示の分類）
などがわかります。
また、図書館のホームページ（Web OPAC）からも蔵書検索ができます。
https://lib-www.smt.city.sendai.jp/ （仙台市図書館ホームページ）
＜図書館で所蔵している関連図書の例＞
書

名

『就職・転職に有利な女性の資格全ガイド
『資格取り方選び方全ガイド

2020 年版』

『失敗しない！転職の技術』2013 年

著者・編者等

分類

’16 年版』 成美堂出版編集部

366

高橋書店編集部

366

高野 秀敏

366

谷所健一郎

366

就活フォーラム 21

366

福沢 恵子

366

『「求職者支援制度」150%トコトン活用術』2012 年

日向 咲嗣

366

『「職業訓練」150%トコトン活用術』2014 年

日向 咲嗣

366

『ホワイト企業 女性が本当に安心して働ける会社』2013 年

経済産業省

366

『就活必修！面接術受け方・話し方・聞き方』2014 年

坪田 まり子

377

『就活の鉄則！有名企業より優良企業を選びなさい！』2011 年

新田 龍

377

マイナビ出版編集部

377

朝日新聞出版

813

成美堂出版編集部

816

『はじめての転職ガイド必ず成功する転職

2020 年度版』

『正社員になる履歴書・職務経歴書の書き方』2016 年
『履歴書・職歴書と添付手紙の書き方

『業界＆職種研究ガイド

’20 年版』

’20』

『朝日キーワード 2020』
『最新最強の作文・小論文

’20 年版』

さらに深く職種を調べるには、「なるにはＢＯＯＫＳ」シリーズ（366 ﾅ）ぺりかん社
がおすすめです。
『看護師になるには』、『銀行員になるには』など多数あります。
『朝日キーワード 2020』には、現代社会を知るための幅広いジャンルの時事用語が
網羅されています。
雑誌で調べる
＜図書館で所蔵している関連雑誌＞
雑誌名

出版社

『日経ビジネス』

日経ＢＰ社

『週刊ダイヤモンド』

ダイヤモンド社

『週刊東洋経済』

東洋経済新報社

『会社四季報』

東洋経済新報社

『新聞ダイジェスト』

新聞ダイジェスト社

ビジネス系の雑誌は、業界や企業情報を知るために役立ちます。
『新聞ダイジェスト』には１ケ月の主要ニュースがテーマ別に掲載されており、
時事問題を把握することができます。
新聞で調べる
●原紙／縮刷版
新聞コーナーにあります。縮刷版は現物の新聞をそのまま縮小して冊子体にした
もので、巻頭の索引を使うと関連するテーマの新聞記事が検索できます。
●マイクロフィルム（河北新報）
明治 30 年 1 月分から所蔵しています。（市民図書館 4F・一部欠号あり）

●新聞記事をデータベースで探す
探しているテーマの新聞記事をテーマ、キーワード、日付等から検索して全文を
読むことができます。
＜図書館で利用できる新聞記事データベース＞
データベース名
河北新報データベース

収録期間
1991 年 8 月から

日経テレコン 21《日経４紙》
聞蔵Ⅱビジュアル
（朝日新聞記事データベース）

1975 年 4 月から（一部）

提供館
全館
市民・泉・宮城野

テキスト検索は 1985 年から
（縮刷版は 1945～1999 年）

全館

＜こんな新聞記事が検索できます＞
記事情報
［社会知り適切な就活を／採用コンサルタント 谷出正直さん／企業の方向性
価値観重要］ 河北新報 2018 年 07 月 14 日 本紙(朝刊)
[「会社に熱意伝えよう」／宮城の就活生と１９社 交流会]
河北新報 2018 年 03 月 30 日 本紙(朝刊)
［障害ある人、字幕制作を仕事に 涌谷「まちの豆腐屋プロジェクト社」
／宮城県］ 朝日新聞 2015 年 5 月 17 日 朝刊

視聴覚資料で調べる
図書だけでなく、ビデオや DVD などの視聴覚資料も参考になります。
資料名
『プロフェッショナル仕事の流儀』ＮＨＫ
『あしたをつかめ平成若者仕事図鑑』ＮＨＫ

2006 年～
2004 年～

資料種別
DVD
DVD

インターネットで調べる
キーワードを参考に、手がかりとなる単語や分野から関連サイトを検索しましょう。
●代表的なサーチエンジン
1「Google（グーグル）」 https://www.google.co.jp/
2「Yahoo!（ヤフー）」 https://www.yahoo.co.jp/
●「ジャパンナレッジ」
約 50 種類の辞書･事典類の横断検索が可能で、地域情報も検索ができます。
（全館で利用できます）
●関連サイトの紹介
1「ハローワークインターネットサービス」 https://www.hellowork.go.jp/
ハローワークでは、全国 550 以上のハローワークや他の付属施設で集めた求人
をもとに、一人ひとりに合った仕事が見つかるよう、相談しながら仕事の紹介
を行っています。

2「仙台市ホームページ」https://www.city.sendai.jp/sodan/shushoku.html
トップページの相談窓口一覧内、就職・退職の項目をクリックすると就職相談・
職業紹介、若者向け、シニア向け、再就職を目指す女性の方向け、障がいを
お持ちの方向けなど様々な情報を得られます。
類縁機関の紹介
●ハローワーク仙台 (宮城労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-2-3 仙台ＭＴビル 3～5 階
TEL：022-299-8811 FAX：022-299-8832
・ハローワークプラザ青葉
〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-11-1 オルタス仙台ビル 4 階
TEL：022-266-8609 FAX：022-268-4746

・ハローワークプラザ泉
〒981-3133 仙台市泉区泉中央 1-7-1 地下鉄泉中央駅ビル 4 階
TEL：022-771-1217 FAX：022-771-1218

・マザーズハローワーク青葉
〒980-0021 仙台市青葉区中央 2-11-1 オルタス仙台ビル 4 階
TEL：022-266-8604

FAX：022-268-4746

・仙台新卒応援ハローワーク
〒980-8485 仙台市青葉区中央 1-2-3 仙台マークワン 12 階
TEL：022-726-8055

FAX：022-726-8058

・仙台わかものハローワーク
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 4-2-3 仙台 MT ビル 5 階
TEL：022-207-6800 FAX：022-207-6805

●（公社）仙台市シルバー人材センター
https://webc.sjc.ne.jp/sendaisc/index
〒980-0013 宮城県仙台市青葉区花京院 1-3-2 仙台市シルバーセンター6 階
TEL：022-214-6262 FAX：022-214-6264
●仙台市障害者就労支援センター http://www.sendai-wsc.jp/
〒981-3133 仙台市泉区泉中央 2-1-1 泉区役所東庁舎 5 階
TEL：022-772-5517 FAX:022-772-5519

☆ 困ったとき・資料が見つからないときは
読みたい本が見つからないときや、機械の操作が分からないときなどは、
どうぞお気軽にカウンターの職員にお声がけください。
2019 年 3 月

