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探す前に・・・

情報の種類を知ろう



インターネット
常に情報が更新されるため

最新情報を得るのに向いています

無料の就活サイトもありますが

情報が偏っていることもあります

企業公式ホームページであっても

悪い面をあえて隠すこともあります

インターネット情報を得る場合は

そのサイトはどこがどんな目的で

出している情報なのかを

確認しましょう



データベース

無料のインターネット情報とは

異なり各企業が独自の情報網で

集めた情報を有料で公開

しています

金城学院大学図書館で

契約しているものは

学生の間は無料で使用できます

就活生向けのデータベースも

あります



データベース
の使い方

金城学院大学図書館

ホームページ右上の

My libraryに入りましょう

K-portと同じ

IDとPASSでログインできます



My libraryに入ったら、

左側のリンクにある

「データベース」をクリックします



データベースの名前をクリックする

とそれぞれのデータベースに

入れます

「学内のみ」のものは

学内のパソコンか学内Wi-Fiが

つながっている時に使用できます



本・雑誌

本や雑誌は

本来有料で購入するものなので

インターネット上では公開されて

いない情報も満載です

就活に関する本は

図書館閲覧室３Fに展示中

図書館ホームページ右下の

電子本棚でも紹介しています

🏠🏠マークをクリックしてください



電子書籍

本や雑誌の中には

電子書籍もあります

請求記号が「ER」のものは

電子書籍です

参照URLをクリックしましょう

学内パソコンや学内Wi-Fiが

つながっていれば

読むことができます



就活全体について知りたい



本

就職活動全体の流れを知りたい

という方には、本がおすすめ

情報がまとめられているので

大まかな流れを掴めます

就活に関する本は

図書館の閲覧室３Fに展示中

ホームページ右下の電子本棚

ブクログでも紹介しています

🏠🏠マークをクリックしてください



ブクログ

🏠🏠マークをクリックしたら

「カテゴリ」をクリック

「就活応援コーナー」を選ぶと

就活に関する本が

紹介されています

気になる本のタイトルをコピーして

金城学院大学図書館の

ホームページで場所を

確認しましょう



電子書籍
電子書籍もあります

図書館ホームページで

「就職」と検索し

左下の「電子書籍」をクリック

しましょう

請求記号の欄に「ER」がついた

ものは電子書籍です

「参照URL」をクリックしましょう

学内パソコンや学内Wi-Fiが

つながっていれば

読むことができます



電子書籍

SPIの最新版もあります

図書館のホームページで

「SPI マイナビ出版」と検索し

「参照URL」をクリックしましょう



新聞

新聞にも就活情報が

まとめられています

定期的に情報が出るので

計画的に情報収集できます

就活生向きの記事もあります

例えば・・・

日本経済新聞の月曜日

「18歳プラス」

読売新聞の火曜日

「就活ON」



新聞データベース

新聞はデータベースでも

読むことができます

新聞データベースは

学内のパソコンか学内Wi-Fiが

つながっている時に使用できます

日本経済新聞を読みたい時は

「日経テレコン２１」をクリック

しましょう

接続１・２の入れる方を

クリックします



日経テレコン２１

「記事検索」をクリックすると

自分の気になる記事を

検索することができます



例えば

「就職活動」と検索すると

138件の記事が出ます

期間を1ヶ月に限定したり

「絞り込みキーワード候補」で

キーワードを増やして再検索

したりすることで絞り込みします

ある程度絞り込みできたら

右上の「見出しを表示」を

クリックしましょう



それぞれの見出し（黒文字）

をクリックすると記事を読むことが

できます

PDF表示（赤字）をクリックすると

切り抜きの状態の新聞が

表示されます



社説

就活生におすすめは

新聞の「社説」です

短い文章で、出来事の内容や

見方を簡単に知ることができます

新聞に慣れていない方は

まずは社説だけでも

読むようにしてください

記事検索で「社説」と検索すると

表示されます



ログアウト

日経テレコン２１を使い終わったら

右上の「ログアウト」ボタンを

クリックしましょう

☒で画面をいきなり消さないで

くださいね

このデーターベースは

２名しか使えませんので

きちんとログアウトして次の方に

譲りましょう



業界研究・企業研究をしたい



雑誌記事
データベース

雑誌の記事を探すことができる

データベースの中には

就活生向けのページがあります

おすすめは

「日経BP記事検索」です



日経ＢＰ記事検索

データベース一覧の中から

「日経ＢＰ記事検索」を

クリックしましょう



「就活情報を収集する」

をクリックすると

優良企業ランキングや

業界研究、企業研究などの

ページが設けられています



例えば

「企業研究」をクリックすると

様々な業種の一覧から

気になる業種の記事を読むことが

できます

まだ特定の業種が決まっていない

という場合も選びやすいです



日経ＢＰ記事検索

データベース一覧の

「日経BP記事検索」の欄に

詳しい説明がありますので

クリックしてみましょう



特定の企業について調べたい



新聞データベース

新聞記事を読むことができる

新聞データベースの

「日経テレコン２１」でも

特定の企業の情報を

調べることができます



日経テレコン２１

「記事検索」の中の

「ナビ型記事検索」をクリック

しましょう



ナビ型記事検索

例えば

チョコレートなどで有名な会社

＜明治＞の記事を読みたい時に

ナビ型記事検索で「明治」と

入力すると連想される

言葉の候補が出てきます



ナビ型記事検索

＜明治＞のように大きな会社

では様々な分野に分かれます

絞り込みキーワード候補から

自分の調べたいテーマや

業界をクリックすると

より調べやすくなります



企業検索

企業の情報を知りたい時は

「企業検索」もできます



企業検索

会社名が分かっていれば

直接入力できますし

分からない場合も

所在地・業種のみ絞り込んで

選ぶこともできます



企業検索

会社の沿革や役員名

関連記事へのリンクなども

あります

面接を受けに行く会社なら

社長の名前くらいは

知っておいた方が良いですね



ログアウト

日経テレコン２１を使い終わったら

右上の「ログアウト」ボタンを

クリックしましょう

☒で画面をいきなり消さないで

くださいね

このデーターベースは

２名しか使えませんので

きちんとログアウトして次の方に

譲りましょう



就職四季報

気になる企業が決まっている

という方は、就職四季報も

おすすめ

無料の就活サイトでは

入手できない情報が入っています

図書館のホームページで

「就職四季報」と検索し

「参照URL」をクリックしましょう



就職四季報
女子版
就職四季報には、

「女子版」もあります

こちらの方には

一般職の採用・試験情報

産休・育休時間の給与・既婚率など

女性が気になる情報が

載っています

女子版は、図書館１Ｆの

雑誌コーナーにも置いてあります



就職四季報
の読み方
就職四季報の読み方には

コツがあります

例えば

「ＮＡ」という表示がありますが

それは情報を出していない

という表示です

なぜその情報が出せないのか

ということを想像しながら

読み取っていきましょう



ＣＳＲ企業総覧
CSR(corporate social 

responsibility)とは

「企業の社会的責任」のことです

現在企業には社会の一員として

自社の情報を積極的に

公開することが求められています

就職四季報では「ＮＡ」だった

情報もこちらでは掲載している

場合もあります

最新版は図書館閲覧室２Ｆ

参考図書コーナーに置いてあります



情報収集のコツ

皆さんは

実際に面接を受ける会社を

知りたいと思って検索すると

思います

同業種のライバル企業に

ついても検索してみましょう

企業は多くの中からなぜ自社が

選ばれたのかを知りたいので

面接で聞かれた時も

他と比較した意見を出せますよ
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