
 

 

 

   

●まずは情報収集● 
資料名 著者 出版者 出版年 請求記号 

就職・転職に有利な女性の資格全ガイド '16 年版 成美堂出版編集部∥編著 成美堂出版 2015.1 W 366.2 /シユ /オレンジ 

女性の仕事全ガイド '15 年版  成美堂出版編集部∥編著 成美堂出版 2013.11 W 366.2 /シヨ /オレンジ 

女性の職業のすべて 2018 年版 女性の職業研究会∥編 啓明書房 2016.12 W 366.2 /シヨ/オレンジ 

天職が見つかる女のお仕事バイブル 
なでしこベスト就活委員

会∥著 
PHP 研究所 2014.9 W 366.2 /テン /オレンジ 

●働く気持ち応援● 

資料名 著者 出版者 出版年 請求記号 

なりたい自分になれる働き方 小出 真由美∥著 扶桑社 2017.4 W 159.4 /コイ /ピンク 

伸びる女の社内政治力 関下 昌代∥著 さくら舎 2016.3 W 159.4 /セキ /ピンク 

女子の働き方 永田 潤子∥著 文響社 2017.4 W 159.4 /ナカ /ピンク 

LEAN IN シェリル サンドバーグ∥著 日本経済新聞出版社 2013.6 W 335.1 /サン /ピンク 

女性活躍最強の戦略 小室 淑恵∥著 日経 BP社 2015.12 W 336.4 /コム /ピンク 

自分で決める、自分で選ぶ 岡田 康子∥著 東峰書房 2016.1 W 366.3 /オカ /ピンク 

働く女性のストレスとメンタルヘルスケア 丸山 総一郎∥編 創元社 2017.3 W 498.8 /ハタ /ピンク 

●スキルアップしたい● 
資料名 著者 出版者 出版年 請求記号 

働く女性のための手帳術 浅倉 ユキ∥著 
パルコエンタテイ

ンメント事業部 
2013.10 W 159.4 /アサ /ピンク 

30 歳から伸びる女(ひと)、30 歳で止まる女(ひと) 有川 真由美∥著 PHP 研究所 2014.1 W 159.4 /アリ /ピンク 

がんばった分だけ認められる女子の仕事術 千葉 のり子∥著 日本実業出版社 2013.9 W 159.4 /チハ /ピンク 

デキる女はけっこうズルい 柏木 理佳∥著 あさ出版 2013.8 W 159.6 /カシ /ピンク 

いつも「感じがいい」と言われる女性の話し方のルール 橋本 美穂∥著 同文舘出版 2012.1 W 336.4 /ハシ /ピンク 

女性のためのもっと上手な話し方 日野 佳恵子∥著 
ディスカヴァー・ト

ゥエンティワン 
2015.4 W 336.4 /ヒノ /ピンク 

もう悩まない!売上が確実にアップする女性営業の教科書 高野 美菜子∥著 明日香出版社 2015.4 W 673.3 /コウ /ピンク 

女性社員にまかせたら、ヒット商品できちゃった 中島 隆∥著 あさ出版 2014.6 W 675 /ナカ /ピンク 

●リーダーになる● 
資料名 著者 出版者 出版年 請求記号 

好かれる女性リーダーになるための五十条 有川 真由美∥著 集英社 2014.12 W 336.3 /アリ /ピンク 

仕事にも人生にも自信がもてる!女性管理職の教科書 小川 由佳∥著 同文舘出版 2016.11 W 336.3 /オカ /ピンク 

女性リーダー4.0 坂東 眞理子∥著 毎日新聞出版 2016.12 W 336.3 /ハン /ピンク 

会社の未来は女性が拓く! 植田 寿乃∥著 日本経済新聞出版社 2014.11 W 336.4 /ウエ /ピンク 

●起業という方法もある●  
資料名 著者 出版者 出版年 請求記号 

子育てママの「起業」の仕方教えます。 井上 幸子∥著 ゲイン 2016.12 W 335 /イノ /黄 

なぜ「女性起業」は男の 10 倍成功するのか 後藤 勇人∥著 ぱる出版 2015.9 W 335 /コト /黄 

じぶんサイズで起業しよう! 鈴木 淑子∥著 青山ライフ出版 2017.5 W 335 /スス /黄 

マイペースで働く!女子のひとり起業 滝岡 幸子∥著 同文舘出版 2015.11 W 335 /タキ /黄 

マイペースでずっと働く!女子のひとり起業 2 年目の教科書 滝岡 幸子∥著 同文舘出版 2016.9 W 335 /タキ /黄 

徳島の女性経営者 100 人に聞く 坂田  千代子〔ほか〕∥編 アニバ出版 2016.3 W 335 /トク /黄 

ママの行列ができるベビー系教室の作り方 中野 美紀子∥著 マガジンランド 2016.12 W 335 /ナカ /黄 

しあわせを摑む起業のカタチ 日野 佳恵子∥著 ダイヤモンド社 2014.11 W 335 /ヒノ /黄 

●子育てママへ● 
資料名 著者 出版者 出版年 請求記号 

専業主婦が就職するまでにやっておくべき 8 つのこと 薄井 シンシア∥著 KADOKAWA 2017.7 W 159.4 /ウス /オレンジ 

だれも教えてくれなかったほんとうは楽しい仕事&子育

て両立ガイド 
小栗 ショウコ∥著 

ディスカヴァー・

トゥエンティワン 
2013.10 W 366.3 /オク /ピンク 

「働くママ」の仕事術 金澤 悦子∥著 かんき出版 2015.12 W 366.3 /カナ /ピンク 

仕事と家庭は両立できない? アン=マリー スローター∥著 NTT出版 2017.8 W 366.3 /スロ /ピンク 

共働きファミリーの仕事と子育て両立バイブル 日経 DUAL∥編 日経 BP社 2014.12 W 366.3 /トモ /ピンク 

これで解決。働くママが必ず悩む 36 のこと 毛利 優子∥著 日本実業出版社 2015.5 W 366.3 /モウ /ピンク 

働きたいママの就活マニュアル 毛利 優子∥著 自由国民社 2015.3 W 366.3 /モウ /オレンジ 

資生堂インパクト 石塚 由紀夫∥著 日本経済新聞出版社 2016.5 W 576.7 /イシ /ピンク 

2017.11.1 作成 
ビジネス支援コーナーブックリスト 【働く女性に役立つ本】 

徳島市立図書館 



 

 

 

資料名 出版者 出版年 請求記号 

中小企業白書 201７年版 日経印刷 2017.6 R 335/チユ 

帝国データバンク会社年鑑 97 版(2017)(西日本 1.2、東日本 1.2) 帝国データバンク 2016.10 R 335/テイ  

東商信用録 四国版 平成 29 年版 東京商工リサーチ高松支社 2017.7 R 335/トウ 

業種別審査事典 第１巻～第 10 巻 金融財政事情研究会 2016.1 R 338.5/キヨ 

就職四季報女子版 2017 年版 東洋経済新報社 2016.2 R 377.9/シユ 

＊別置記号 R のついたものは、参考資料コーナーにございます。館内閲覧のみになります。（貸出不可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

     

     

      

 

MieNa（ミーナ） ～市場情報評価ナビ～  
オンライン「エリアマーケティング」サービス。町丁目単位の商圏
レポートや、市区町村、都道府県単位の地域特性レポート等を 
地域を指定するだけで利用できます。 

・＜都道府県トレンドＷＡＴＣＨ＞ ・選択した都道府県の各種経済指標を過去約３年間の月次トレンドでウォッチ 

するレポートです。 

・＜県内全市区町村の経済水準比較評価＞ 
・徳島県内全市区町村の経済水準について「市場規模」「成長度」「富裕度」等の

全６分野で県内水準を評価したレポートです.。 

・＜特定市区町村の経済水準比較評価＞ 
・徳島県の居住者特性、産業特性、施設充足度等の社会経済指標、および消費購買

力、将来人口等について、県内水準を評価したレポートです。 

    ・＜町丁別マーケット評価（評価カルテ）＞ 

・徳島県内の町丁字を中心とした周辺域内の市場性について、市区町村内水準を

「規模」「成長度」「富裕度」等の分野ごとに評価したレポートです。また、域内

の居住者特性、事業所特性、消費購買力の評価もリストで示しています。 

・＜市区町村内町丁の評価ランキング＞ 
・徳島県内の全町丁周辺域内の主要４８指標を個々に評価し、指標ごとに上位３０

位までの町丁をリストアップしたレポートです。全４８指標すべてを収録したレポ

ートもダウンロードできます。 

 日経テレコン 
日経４紙の新聞記事を検索できるほか、企業情報、人事情報に 
ついても検索が可能です。 

請求記号とは、資料の背ラベルに表示された記号のことです。       

背ラベルには、分類記号と、著者記号(またはタイトル)カナ 
２文字を合わせたものを表記しています。 
図書館の資料は、この記号の順に並べられています。 
数字の前のアルファベットは別置記号です。 

《分類表》 
 ０類 総記 
 １類 哲学・宗教 
 ２類 歴史・地理 
 ３類 社会科学 
 ４類 自然科学 
 ５類 技術・工学 
 ６類 産業 
 ７類 芸術 
 ８類 言語 
 ９類 文学 

《別置記号》 

 B…文庫本          

 T…郷土資料                           

 Y…ＹＡ 

  (ヤングアダルトの略)  

 W…ビジネス 

E…絵本 

K…紙芝居 

R…参考資料 

 （館内閲覧のみ） 

Ｓ…新書 

 更に、ビジネス支援コーナーの資料は、 
             
   
 
 
 
 
   に分類し、色分けしています。 

 ピンク 

黄 

オレンジ 

・・・就職、転職、資格 

背ラベル 

●『請求記号』について 

● 

データの収集や情報検索に便利です。 
併せてご活用ください！ 

＊オンラインデータベースのご紹介＊ 

・・・自己啓発、経営、仕事術など 

・・・起業、創業、開業          

・・・就職、転職、資格 

＊その他オンラインデータベース５種 
               （聞蔵Ⅱビジュアル、官報情報、JapanKnowledge Lib､J-DreamⅢ､ポプラディアネット） 
                  を、当館インターネットコーナーにてご利用いただけます。（＊要申し込み、お一人さま、１日/２時間） 

使ってみてね 

徳島市立図書館キャラクター ひよタン 

徳島市イメージアップキャラクター 「トクシィ」 

資料が見つからない時は、お気軽に 
スタッフまでお声掛けください。 

ほしい知識を素早く検索できる 
データベースがそろっています！ 

もちろん無料でお使いいただけます♪ 

ビジネス支援コーナーブックリスト【働く女性に役立つ本】 

   MieNa 
（ミーナ）の 
メインメューを 
  ご紹介！ 


