
就活生のための図書館活用術
業界研究や試験対策などの就職活動における、データベースの
使い方や、おすすめの資料を紹介します。
しっかり大学図書館を活用して、就職活動に役立ててください。



2.業界・企業研究

(P.5～)
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3.エントリーシート・

面接・試験対策 (P.8～)

データベース 電子ブック 図書

図書館を活用して就活準備！ ！

就職活動（以下、就活）の前にはすべきことがたくさんあります。大学図書館

が提供しているデータベースや資料を活用して、業界研究・企業研究、エント

リーシート・面接・試験対策等を無料で効率的に進めましょう。

学外からデータベースや電子ブックを見る場合は、
学外アクセス機能にログインが必要

→ 0.自宅のPCやスマホから
データベース等を利用するには…（P.3）

4.各キャンパス就活本
配架場所（P.10～）

■就活に役立つ図書館のリソース

1.そもそも就活とは

何をするのか知る(P.4)



0.自宅のPCやスマホから

データベース等を利用するには… 。

大学図書館Webサイトトップページ上部の「学外アクセス」をクリックする

注意事項を読み、「学外アクセス機能を利用する」をクリックする

関西学院システム利用ID・パスワードを入力してログインすれば完了

※１度ログインすれば、いろいろなサービスを
引き続き利用できます。
※学外アクセス機能は30分間セッションの更新
がない場合、切断されます。

「大学に行かずに図書館のデータベースや電子ブックを見られたらいいのに…」

学外アクセス機能を利用すれば、見ることができます。自宅のPCやスマホで、

データベースや電子ブックを開く前に、以下の手続きをしてください。
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https://library.kwansei.ac.jp/
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1.そもそも就活とは何をするのか知る ･
就活について、あまりイメージが湧いていない人など、就活の概要を知りたい人に
オススメの資料を紹介します。

■電子ブックを利用する

■図書館に行って図書を借りる

『マイナビ２0２2 オフィシャル就活BOOK
内定獲得のメソッド 就職活動がまるごと分かる本』

学内からの利用もしくは
学外アクセスにログイン
していれば、クリックで
電子ブックを開くことが
できます。

『就活のやり方 : いつ・何を・どう? ぜんぶ! 』（実務教育出版）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４Ｆブラウジング図書
〈請求記号〉I-1:5:2021

『女子就活のキホン : 知りたいコトぜんぶ!』（実務教育出版）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４Ｆブラウジング図書
〈請求記号〉I-1:249:2020

『こう動く!就職活動オールガイド』（成美堂出版）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書
〈請求記号〉I-1:44:2021

『就職活動1冊目の教科書 : 「納得の内定」をめざす』（KADOKAWA）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４Ｆブラウジング図書
〈請求記号〉I-1:253:2021

『就活の教科書これさえあれば。 : 効率よく「内定」獲得』（TAC出版）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書
〈請求記号〉I-1:273:2021

『就活のリアル : いまどき就活の歩き方』

http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030354
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030354
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00006011


学外アクセス > データベース >雑誌記事・論文を探す>

【日経BP記事検索サービス】

『日経ビジネス』など、日経BP 社発行の主要なビジネス雑誌が収録され

ており、最新のトピックを読むことができます。また、「就活情報を収

集する」の「業界研究」では、優良企業ランキングが見られたり、業界

ごとに記事などがまとめられており、効率的に情報を収集できます。

データベースを使い慣れていない方でも、「動画で丸わかり！活用

ガイド」があるので安心して利用できます。

POINT
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2.業界研究・企業研究 ・

学外アクセス >データベース > 新聞記事を探す > 

【日経テレコン】

日本経済新聞社の総合データベースサービスで、『日本経済新聞』をはじ

めとする日経四紙などの新聞・雑誌を検索して読んだり、物価等の経済統

計も入手したりすることができます。さらに、「人事検索」を使えば、氏

名や会社名、出身大学で全国の企業経営者や役員の検索も可能です。また、

「企業検索」では、会社名で企業情報や財務情報を検索できます。この他

にも活用できるコンテンツが多数あります。日経新聞の企業面・経済面に

目を通して、ビジネスの基礎力をつけましょう。

学内からの利用もしくは
学外アクセスにログイン
していれば、クリックで
各データベースを開くこ
とができます。

興味のある業界の実情や成長性はどうなのか等について情報を集めたり（業界研究）、

その業界にはどのような企業があって、さらには、その企業がどのような採用活動を

行っているのか等を調べたり（企業研究）するときに役立つデータベースや資料の一

部をご紹介します。

■データベースで検索する

http://bizboard.nikkeibp.co.jp.kwansei.remotexs.co/daigaku/
http://t21ipau.nikkei.co.jp.kwansei.remotexs.co/ipauth/auth/auth?sid=1


学外アクセス > データベース > 企業情報を探す >

【ｅｏｌ】

「有価証券報告書」(※)をはじめ、詳細で膨大な企業の開示書類をカバー

したデータベースです。その企業の「沿革」や「対処すべき課題」、

「事業等のリスク」などをみることができます。ライバル企業も表示さ

れるため、複数企業を比較して分析すれば、企業の特徴などがみえてく

るかもしれません。

（※）「有価証券報告書」とは、企業のプロフィールといえる資料です。上場会社な

どが、会社・事業の概況、営業・設備・経理の状況などを記載した報告書で、金融商

品取引法により提出が義務づけられています。

他にも企業について調べられるデータベースがあります。
もっと知りたい方は、こちらをご覧ください。
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学外アクセス > データベース > 企業情報を探す >

【東洋経済デジタルコンテンツ・ライブラリー（DCL）】

経済、ビジネス、企業情報誌の検索・閲覧サービスなどが提供されて

います。『週刊東洋経済』『一橋ビジネスレビュー』など最新のビジ

ネス情報が満載の雑誌や、『会社四季報』や『就職四季報』等、東洋

経済新報社の主要刊行物も収録されています。「就活企業サーチ」を

使えば、各企業のデータを、キーワードや業種、従業員数、採用実績

人数などで検索することができます。また、就活を始める際に、それ

ぞれの業界について総括的に学んだり、それぞれの企業の相関関係な

どを、地図のように分かりやすく視覚的に捉えることができる『業界

地図』も読むことができます。就活の第一歩に最適です。

たとえば『業界地図』は書店では定価1,430円で販売

されていますが、こちらのサービスを利用すれば無料で読むこと

ができます。さらに、PDFとしてページごとにダウンロードして

おけば、オフラインでスマホ等で読むこともできます。

POINT

http://ssl.eoldb.jp.kwansei.remotexs.co/EolDb/
https://library.kwansei.ac.jp/pdf_data/guide_manual/kigyou.pdf
http://dcl.toyokeizai.net.kwansei.remotexs.co/ap/cert/9fe8784d76d9ec025f1ed5be3bd0d631/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e/


7

■電子ブックを利用する

■図書館に行って図書を借りる

『マイナビ２0２2 オフィシャル就活BOOK
内定獲得のメソッド 業界＆職種研究ガイド』

学内からの利用もしくは
学外アクセスにログイン
していれば、クリックで
電子ブックを開くことが
できます。

『会社四季報から始める企業分析 最強の会計力』

同じシリーズで比べると

業界の違いがわかりやすいかも！

POINT

同時に閲覧できるのは1人ですので、「同時アクセス数に達しました」と
表示される場合は時間をおいてから開いてください。

【社史】

「社史」は、企業の沿革や業績を、その企業自らまとめた資料で

す。企業のHPにも掲載されていない詳しい情報が得られるかもし

れません。経営学や経済学における研究資料としてだけでなく、

企業研究にもうってつけの資料です。「社史」の多くは、非売品

で一般流通しておらず、書店には並びません。図書館ではたくさ

ん所蔵しているので、活用しましょう。

POINT 「社史」を探すときは、OPACで、企業名や「社史」を

キーワードに入力しましょう。さらに、詳細検索で、請求記号欄

に「384.1*」を入力すれば、より絞り込んだ検索ができます。

業界大研究シリーズ（産学社）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書 I-4

動向と業界がよ～くわかる本シリーズ（秀和システム）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書

〈請求記号〉 I-4:6:2020  

『業界&職種研究ガイド』（マイナビ）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４F

ブラウジング図書 〈請求記号〉 I-4:40:2020  

『業界分析ハンドブック : 経営戦略が評価される企業７５』

http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030348
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00007617
https://opac.kwansei.ac.jp/
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00013092


3.エントリーシート・面接・試験対策 ･

■電子ブックで読む

企業について調べるときだけでなく、その後の対策でも大学図書館を活用しましょう。

大学図書館では、これまでの関西学院の先輩たちが利用してきた資料の最新版を取り

揃えています。また、「業界研究・企業研究」で紹介したデータベースや資料を使え

ば、企業のHPだけを見てエントリーシート・面接対策をした人とは内容の濃さで差

をつけることができるので、そちらも参考にしてください。

『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？』

『マイナビ２0２2 オフィシャル就活BOOK
内定獲得のメソッド エントリーシート 完全突破塾』

『マイナビ２0２2 オフィシャル就活BOOK
内定獲得のメソッド 面接 自己PR 志望動機』

『マイナビ２0２2 オフィシャル就活BOOK
内定獲得のメソッド 面接担当者の質問の意図』

『マイナビ２0２2 オフィシャル就活BOOK
内定獲得のメソッド 自己分析適職へ導く書き込み式ワークシート』

『新卒採用基準 面接官はここを見ている』

『必ず勝つ!!履歴書・職務経歴書
「勝つ文例」「負ける文例」がわかる実践マニュアル』

『必ず勝つ!!面接の受け方
「勝つ回答」「負ける回答」がわかる実践マニュアル』

『でるとこだけのSPI』

『就活BOOK2022 要点マスター！ SPI』

学内からの利用もしくは
学外アクセスにログイン
していれば、クリックで
電子ブックを開くことが
できます。

多くの電子ブックは同時に閲覧できるのが1名のみのため、「同時アクセス
数に達しました」と表示される場合は時間をおいてから開いてください。
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https://kinoden.kinokuniya.co.jp/kwansei/bookdetail/p/KP00005306
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030342
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030342
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030343
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030343
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030344
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030344
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030345
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030345
https://kinoden.kinokuniya.co.jp/kwansei/bookdetail/p/KP00005272
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031761
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031761
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031760
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00031760
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030340
http://kinoden.kinokuniya.co.jp.kwansei.remotexs.co/kwansei/bookdetail/p/KP00030349


【面接】

【試験】

POINT 借りたい図書が貸出中の場合は、予約をしましょう。（予約

方法はこちら）また、自分の通うキャンパスに所蔵がない場合は、他

キャンパスから取り寄せましょう。（取り寄せ方法はこちら）
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■大学図書館で借りる

【エントリーシート】

『エントリーシート・履歴書（絶対内定）』(ダイヤモンド社)
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４F

ブラウジング図書 〈請求記号〉 I-2:3:2021 

『最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機』
(成美堂出版) 

〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４F

ブラウジング図書 〈請求記号〉I-2:18:2021

『面接（絶対内定）』(ダイヤモンド社)
『面接の質問（絶対内定）』(ダイヤモンド社)

〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４F

ブラウジング図書 〈請求記号〉 I-2:3:2021 

『最新最強の就職面接』(成美堂出版)
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４F

ブラウジング図書 〈請求記号〉I-2:18:2020

『採用側のプロが書いた就職面接完全対策集』（大和書房）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４F

ブラウジング図書 〈請求記号〉I-2:115:2020

『最新最強の適性検査クリア問題集』『最新最強のテストセンター』
『最新最強のSPIクリア問題集』『最新最強のCAB・GAB超速解法』
『最新最強の一般常識』『最新最強の一般常識一問一答』
『最新最強のWebテストクリア問題集』（成美堂出版）

〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書/三田４Ｆブラウジング図書/聖和４F

ブラウジング図書 〈請求記号〉I-2:18:2021

『これが本当のWebテストだ!』『これが本当のSPI3だ!』
『これが本当のCAB・GABだ!』 （講談社）
〈配架場所〉上ケ原２Ｆラウンジ図書 〈請求記号〉I-2:29:2021

https://library.kwansei.ac.jp/pdf_data/guide_service/yoyaku.pdf
https://library.kwansei.ac.jp/pdf_data/guide_service/toriyose.pdf


ビジネスマナーに関する本や就活メイクについて学べる本もあります。

また、ラウンジ・ブラウジングコーナーには、就活本だけでなく、簿記や秘書を

はじめとした人気資格や公務員試験のテキストなども揃えられていますので、ぜ

ひ活用してください。

■西宮上ケ原キャンパス大学図書館２Ｆ ラウンジ

4.各キャンパス就活本配架場所 ・

ラウンジ・ブラウジングコーナー就活本一覧

【どんな本があるのかはこちら☟】

大学図書館には、就活のための本をコーナーに集めています。本書で紹介した就活本は
ごくごく一部ですので、ぜひ足を運んで、自分に合ったものを探しましょう。
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POINT

https://opac.kwansei.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=v3search_view_main_init&op_param=gcattp_flag%3Dall%26holar%3D10%252B18%252B19%26holar%3D1D%26campus%3D20%26hollc%3D%26srhclm1%3Dwords%26valclm1%3D%26optclm1%3DAND%26srhclm2%3Dtitle%26valclm2%3D%26optclm2%3DAND%26srhclm3%3Dauth%26valclm3%3D%26optclm3%3DAND%26srhclm4%3Dpub%26valclm4%3D%26year%3D%26year2%3D%26code_type%3D%26code%3D%26isbn_issn%3D%26cntry%3D%26ncid%3D%26lang%3D%26holph%3D%26lenid%3D%26cln%3DI-*%26sortkey%3Dsyear%252Csauth%252FDESC%252CDESC%26listcnt%3D20%26user1%3D10%252B11%252B18%252B19%252B1A%252B1B%252B1C%252B1D%252B1E%252B1F%252B1Z%252B30%252B70%252B80%26user1%3D%26startpos%3D%26fromDsp%3Dcatsrd%26searchDsp%3Dcatsrd%26initFlg%3D_RESULT_SET%26hitcnt%3D%26searchsql%3D%26combsearch%3D%26searchhis%3D%26akey%3D%26sdi%3D%26fct_gcattp%3D%26fct_auth%3D%26fct_pub%3D%26fct_year%3D%26fct_cls%3D%26fct_sh%3D%26fct_lang%3D%26fct_holar%3D%26fct_campus%3D%26fct_tag%3D%26fct_range_year%3D%26fct_stamp%3D%26fct_user1%3D%26fct_user2%3D%26fct_user3%3D%26fct_user4%3D%26fct_user5%3D%26fct_holstat%3D%26words%3D%26title%3D%26auth%3D%26pub%3D%26sh%3D%26rev%3D%26tag%3D%26user2%3D%26user3%3D%26user4%3D%26user5%3D%26hollc_l%3D%26holph_l%3D%26holsc_l%3D%26year_y%3D%26year_m%3D%26year_d%3D&block_id=295&tab_num=0&search_mode=detail#searchlist-0-303013406HTADcp8F3r


■神戸三田キャンパス図書メディア館
４Ｆブラウジング図書コーナー

■西宮聖和キャンパス図書館
４Ｆブラウジングコーナー
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2022年 3 月
関西学院大学図書館

https://library.kwansei.ac.jp/

みなさんの就活を
図書館は応援しています！

本の妖精
ほんだくん

https://library.kwansei.ac.jp/
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