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★就業する

書　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

転職・退職・再就職完全ガイド 石井孝治／著 成美堂出版 2010 ３６６．２イ

４０歳からのサバイバル転職成功術 海老一宏／著 ワニ・プラス 2013 ３６６．２エ

４０才５０才からの〈強みをいかす〉絶対に採
用される転職のやり方・考え方

川村典明／著 明日香出版社 2013 ３６６．２カ

主婦４０歳、復職めざしてます 現代洋子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 ３６６．２ゲ

採用側の本音を知れば転職面接は９割成功する 小島美津子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2014 ３６６．２コ

採用側の本音を知れば転職の書類選考は９
割突破する

小島美津子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2012 ３６６．２コ

転職成功！Ｗｅｂエントリー・履歴書・職務経
歴書の書き方

小島美津子／著
日本能率協会マネジ
メントセンター

2011 ３６６．２コ

３０代４０代の転職採用される面接テクニック 佐藤祐子／著 秀和システム 2014 ３６６．２サ

３０代４０代の転職採用される履歴書・職務経
歴書

佐藤祐子／著 秀和システム 2014 ３６６．２サ

イザ再就職！熱さこそ就活成功のカギ 坂巻美和子／著 ブレーン 2013 ３６６．２サ

職業訓練校３倍まる得スキルアップ術 酒井富士子／著 秀和システム 2010 ３６６．２サ

ハローワーク３倍まる得活用術 酒井富士子／著 秀和システム 2010 ３６６．２サ

就職・転職に有利な女性の資格全ガイド ’１５
年版

成美堂出版編集部／編
著

成美堂出版 2014 ３６６．２シ

主婦が、仕事を、探すということ
ウインズ望月恭子と就
活中の主婦たち／編著

東洋経済新報社 2013 ３６６．２シ

女性の仕事全ガイド ’１６年版 成美堂出版編集部／編著 成美堂出版 2014 ３６６．２ジ

女性の職業のすべて　２０１６年版 女性の職業研究会／編 啓明書房 2014 ３６６．２ジ

働くための「話す・聞く」 上田晶美／著 ぺりかん社 2013 ３６６．２ナ

３０代４０代のための転職成功ガイド 中谷充宏／著 秀和システム 2011 ３６６．２ナ

働く女性の資格＆スキル勉強術 日経ＢＰ社 2014 Ｌ３６６．２ハ

ハッピー★女子ワーク図鑑 ケイコとマナブ編集部／編  メディアファクトリー 2011 ３６６．２ハ

「５８歳から６５歳」こそ使えるハローワーク徹
底活用術！

日向咲嗣／著 朝日新聞出版 2012 ３６６．２ヒ

ハローワーク１５０％トコトン活用術 日向咲嗣／著 同文舘出版 2011 ３６６．２ヒ

履歴書・職歴書と添付手紙の書き方 ’１６年版 福沢恵子／著 成美堂出版 2014 ３６６．２フ

転職書類 細田咲江／著 すばる舎 2013 ３６６．２ホ

転職面接 細田咲江／著 すばる舎 2013 ３６６．２ホ

「適職」と出会うための最強実践ガイド リチャード・ボウルズ／著 辰巳出版 2014 ３６６．２ボ

本気の転職パーフェクトガイド 森本千賀子／著 新星出版社 2013 ３６６．２モ

知ってトクする！転職・退職・独立失業生活完
全対応入門編

山田隆司／著 日東書院本社 2010 ３６６．２ヤ

５４歳のハローワーク＋アラウンド定年の就活
ハンドブック

吉川紀子／著 集英社 2011 ３６６．２ヨ

履歴書・職務経歴書の書き方完全サポートブック 藤井佐和子／監修 新星出版社 2010 ３６６．２リ

３５歳までに読むキャリアの教科書 渡邉正裕／著 筑摩書房 2010 ３６６．２ワ

仕事に就く、起業するために読みたい本 
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★起業する

書　　　　名 著者名 出版者 出版年 請求記号

奥谷京子の夢起業塾 奥谷京子／著 日本評論社 2012 ３３５オ

片桐実央の実践！ゆる起業 片桐実央／著 同友館 2014 ３３５カ

「シニア起業」で成功する人・しない人 片桐実央／著 講談社 2013 ３３５カ

会社をつくるときのありとあらゆる届出・手続
きができる本

富山さつき／編著 アニモ出版 2010 ３３５カ

好きを仕事に！ キャリア３５／著 ビーケイシー 2013 ３３５キ

起業・開業手続き・許認可のしくみがわかる事典 大門則亮／監修 三修社 2011 ３３５キ

１万円起業 クリス・ギレボー／著 飛鳥新社 2013 ３３５ギ

ゼロからはじめる起業の法律必ず知っておき
たいこと１００

小坂英雄／著 あさ出版 2015 ３３５コ

起業するなら主婦がイチバン！ 治面地順子／著 まこといちオフィス 2014 ３３５ジ

女性のための起業家セミナー
京都大学女性起業家プ
ロジェクトチーム／編著

本の泉社 2010 ３３５ジ

ゼロから会社をつくる方法 平林亮子／著 税務経理協会 2013 ３３５ゼ

定年後の起業術 津田倫男／著 筑摩書房 2014 ３３５ツ

女性起業セミナー 辻朋子／著 平成出版 2012 ３３５ツ

はじめての起業事典 出口秀樹／著 明日香出版社 2012 ３３５デ

マンガでやさしくわかる起業 中野裕哲／著
日本能率協会マネジ
メントセンター

2014 ３３５ナ

しあわせを掴む起業のカタチ 日野佳恵子／著 ダイヤモンド社 2014 ３３５ヒ

★Ｗｅｂ情報

あいちマザーズハローワーク　 http://aichi-mother.jsite.mhlw.go.jp/

創業プラザあいち　 http://www.aibsc.jp/tabid/148/Default.aspx

　子育てしながら就職を希望する人を中心に就職支援を行っている。
求人情報以外にも、就業相談や就業するためのスキルを身につけるセミナーなども実施。

　結婚・出産・育児等で離職した女性が、再び社会に出て活躍するための支援を行っている。
相談・カウンセリングやセミナーのほか、業界の研究や実際の職場での仕事を体験できる職場実習を実施。

　愛知県内で創業を目指している会社員、主婦、学生などの個人の方を対象にしたサポート施設。
創業コーディネーター等による創業のノウハウや情報の提供等が無料で受けられる。

あいち子育て女性再就職サポートセンター　 　  http://www.pref.aichi.jp/rodofukushi/womens-support/
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