就職・資格取得に役立つ資料をそろえました。
全文横断検索機能で有効かつ効果的な調べものができます

電子書籍閲覧サービスのメリット
人気検索 ワードの自 動表
示、特集コーナー設置、試し
読み、全文検索など豊富な機
能を標準装備。スマートフォ
ンからも快適なレスポンスで
ご覧いただけます。

電子書籍閲覧サービス利用方
職場・ご家庭など、県立図書館の外で利用するには、
「Ｍｙライブラリサービス」の利用登録が必要に
なります。
「Ｍｙライブラリサービス」の登録・利用方法については、
「Ｍｙライブラリサービスの登録」という
チラシをご覧ください。
ご自分のＩＤ・ＰＷで「Ｍｙライブラリサービス」に入られると、
「電子書籍閲覧サービス」のアイコ
ンがありますので、クリックしますと、トップ画面に入ることができます。

就職四季報２０２０年版
東洋経済新報社

東洋経済新報社

2018/12

企業研究の決定版！５０００社の客観情報。
マスコミ・メディア・コンサルティング・シンクタンク・情報・通信・同関連ソフト・商社・卸売業・金融・メー
カー（電機・自動車・機械）・メーカー（素材・身の回り品）・建設・不動産・エネルギー・小売・サービス

就職四季報女子版２０２０年版
東洋経済新報社

東洋経済新報社

2018/12

企業研究の決定版！５０００社の客観情報。充実の職種別データで女性の就活や働くがわかる！
マスコミ・メディア・コンサルティング・シンクタンク・リサーチ・情報・通信・同関連ソフト・商社・卸売業・
金融・メーカー（電機・自動車・機械）・メーカー（素材・身の回り品）・建設・不動産・エネルギー・小売・サ
ービス。

就職四季報優良・中堅企業版２０２０年版
東洋経済新報社 東洋経済新報社 2018/12
企業研究の決定版！５０００社の客観情報。地方有力企業も充実！あなたの求める一社がここに！
注目企業編（マスコミ・メディア；コンサルティング・シンクタンク・リサーチ；情報・通信・同関連ソフト；商
社・卸売業；金融；メーカー（電機・自動車・機械）・メーカー（素材・身の回り品）・建設・不動産・エネルギ
ー・小売サービス
域別有力企業編（北海道・東北；東京都；関東；中部；大阪府；近畿；中国・四国；九州・
沖縄） 特集（見分ける！会社の実態；重要データランキング）

管理栄養士国家試験過去問解説集
日管理栄養士国試対策研究会【編】

＜第２８回～第３２回＞５年分徹底解説

中央法規出版

2018/07

５年分の国家試験問題全 1000 問を収載した過去問題集。第３２回試験は、実際の試験をシミュレーションできる
よう出題順に掲載。第２８回～第３１回試験は、出題基準に対応させ問題を分類・再構成した。出題頻度や出題傾
向がわかる一冊。

精神保健福祉士国家試験過去問解説集
日本ソーシャルワーク教育学校連盟【編】

第１８回－第２０回全問完全解説

中央法規出版

2018/05

第１８回・第１９回・第２０回の精神保健福祉士国家試験の全問題を収載し、一問ずつ選択肢ごとに解説した問題
集。国家試験の出題傾向がわかるように、各科目の出題基準に出題実績を盛り込んだ。学習すべき知識の基本理解、
実力試し、傾向対策、復習と、国試対策に幅広く活用できる一冊。

精神保健福祉士国家試験受験ワークブック［専門科目編］
日本精神保健福祉士協会【編】

中央法規出版

2018/06

精神保健福祉士国家試験の専門６科目について、これまでの出題実績や出題基準などを参考に、傾向と対策、重要
項目をまとめた。受験に必要な知識を整理できる。繰り返し学習することで実力ＵＰを図る受験対策図書の決定版。

社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック［共通科目編］
社会福祉士・精神保健福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会【編】

中央法規出版

2018/05

社会福祉士、精神保健福祉士の受験に必要な基礎知識を網羅した参考書。「傾向と対策」「重要項目」「一問一答」
で構成し、受験生の試験直前までの学習をサポートする。

介護福祉士国家試験過去問解説集
介護福祉士国家試験受験対策研究会【編】

第２７回－第２９回全問完全解説

中央法規出版

2017/05

第 27 回・第 28 回・第 29 回の介護福祉士国家試験全問題を収載し、解答とそれを導く考え方やポイントをイラス
トや図表を踏まえながら丁寧に解説。法制度等の改正があった問題の解説には最新情報も追加。出題傾向が把握で
きる科目別ポイントも掲載。

見て覚える！社会福祉士国試ナビ
いとう総研資格取得支援センター【編】

中央法規出版

2018/07

社会福祉士国試１９科目を５つの領域に分類。図表やイラストなどを多用しながら、「試験の全体像」をつかめる
ように解説。覚えるべきポイントを１頁ずつカラーで「見える化」した。合格に向けて「重要事項・頻出事項」を
確実に記憶・理解していく効果的な勉強法を指南する。

社会福祉士国家試験受験ワークブック［専門科目編］
社会福祉士国家試験受験ワークブック編集委員会【編】

中央法規出版

2018/05

社会福祉士受験に必要となる基礎知識を網羅した参考書。「傾向と対策」「重要項目」「一問一答」で構成し、受
験生の試験直前までの学習をサポートする。

社会福祉士国家試験過去問解説集

第２７回－第２９回全問完全解説

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟【編】

中央法規出版

2017/05

第 27 回・第 28 回・第 29 回の社会福祉士国家試験全問題を掲載。すべての選択肢について最新の制度や統計に基
づき解答・解説した。基本理解、実力試し、傾向対策に役立つ一冊。

診療放射線技師

国家試験対策全科

西谷源展 遠藤啓吾 赤澤博之【編著】

金芳堂

第１３版

2019/03

診療放射線技師国家試験には「診療放射線技師試験出題基準」が設けられ，それに従って毎年の試験問題が作成さ
れている．今改訂では最近の出題傾向を踏まえて「平成 32 年度国家試験対策出題基準」に準拠し，編集ならびに
執筆されている．臨床に必要な知識を充実させて，日常の勉学の中にもっとも重要かつ必要な事項をまとめた．さ
らに必要な内容をブラッシュアップした．

准看護師試験のための精選実力テスト集
メヂカルフレンド社

第６版

別冊解答付

2018/08

准看護師試験の傾向に合わせて問題を掲載しているので、ポイントを絞った効率的な学習が可能です。テキスト（メ
ヂカルフレンド社刊 『看護学入門』）の流れに沿って構成しているので准看護師試験対策はもちろん、日々の学
習のまとめにも最適です。

准看護師試験合格ガイド
進藤千恵子【編著】

第３版

メヂカルフレンド社

全科総まとめ

2017/01

准看護師に必要な全科目の重要ポイントを 1 冊にまとめた要点集の改訂版！ 授業の予習復習をはじめ、准看護師
になるために必要な全科目の重要ポイントを効率的に身につけられます。准看護師試験対策に学ぶべきポイントを
明確にしているので、試験前の追い込みにも最適です。

文系女子のための判断推理 音声付きテキスト+トコトン問題集（公務員試験）
西川マキ

インプレス

2017/07

公務員試験の教養試験は時間との戦い。「時間をかければ解ける」ではダメ。図や表を使った効率的な「解き方」
で解答スピードを大幅 UP！
本書は、講師が一方的に説くタイプの単調な解説ではなく、豊富な図解と先生と生徒の対話式解説で飽きずに楽し
く学習できる公務員試験「判断推理」対策のテキスト＆問題集です。

文系女子のための数的推理 音声付きテキスト＋トコトン問題集（公務員試験）
西川マキ インプレス 2017/07
公務員試験の教養試験は時間との戦い。「時間をかければ解ける」ではダメ。適切な「解き方」身につけて解答ス
ピードを大幅 UP！
本書は、講師が一方的に説くタイプの単調な解説ではなく、豊富な図解と先生と生徒の対話式解説で飽きずに楽し
く学習できる公務員試験「数的推理」対策のテキスト＆問題集です。

その他の就職・資格試験問題集関係資料
かんたん合格 基本情報技術者教科書 . 平成３０年
度

インプレス

電験三種機械 . 平成３０年度版

東京電機大学出版局

かんたん合格 I Tパスポート教科書 . 平成３０年度

インプレス

電験三種法規 . 平成３０年度版

東京電機大学出版局

厳選問題集３００題ＩＴパスポート試験 : ＣＢＴ対
東京電機大学出版局
応

浄化槽管理士試験完全解答 : ６カ年全問題収録

オーム社

徹底攻略 データベーススペシャリスト教科書 . 平
成３０年度

インプレス

航空無線通信士合格精選３１０題試験問題集 . 第２
東京電機大学出版局
集

徹底攻略応用情報技術者過去問題集 . 平成30年度春
インプレス
期・秋期

第一級陸上特殊無線技士試験問題集 : 合格精選４７
東京電機大学出版局
０題 . 第３集

徹底攻略 データベーススペシャリスト教科書 . 平
成３０年度

第１級ハム
験

インプレス

集中ゼミ : アマチュア無線技士国家試

東京電機大学出版局

文系女子のための数的推理 音声付きテキスト＋トコ
トン問題集（公務員試験） : 数学や理系科目が
インプレス
ちょっと苦手なあなたのために。

第三級アマチュア無線技士合格精選３３０題試験問
題集

東京電機大学出版局

文系女子のための判断推理 音声付きテキスト+トコ
トン問題集（公務員試験） : 数学や理系科目が
ちょっと苦手なあなたのために。

インプレス

無線従事者試験のための数学基礎 第２版 : 一総
通・二総通・一陸技・二陸技・一陸特・一アマ対応

東京電機大学出版局

文系女子のための日商簿記入門

インプレス

完全攻略! TOEFL I TP テスト 文法

アルク

文系女子のためのはじめての日商簿記3級 合格テキ
スト＆仕訳徹底マスター問題集 第２版

インプレス

TOEI C

アルク

L&Rテスト 直前の技術 : 新形式完全対応

第一種電気工事士全問題・解答集 : 筆記試験厳選模
擬問題＋過去５年分で筆記と技能これ１ . ２０１５ オーム社
年版

2カ月で攻略

第一種電気工事士筆記試験完全解答 . ２０１６年版 オーム社

英検1級合格マップ : 英検１級に１０回合格したエ
キスパートの勉強法を大公開！

アルク

第二種電気工事士技能試験公表問題の合格解答 . ２
オーム社
０１５年版

完全攻略！

英検準１級

アルク

第二種電気工事士筆記試験標準解答集 . ２０１５年
オーム社
版

完全攻略！

英検準１級

アルク

第二種電気工事士テキスト . ２０１６年版

オーム社

改訂版 キクタン英検準1級 : 聞いて覚えるコーパ
ス単熟語

アルク

電気法規と電気施設管理：平成２９年度版

東京電機大学出版局

完全攻略！

アルク

オーム社

改訂版
単熟語

キクタン英検2級 : 聞いて覚えるコーパス

オーム社

増補版

完全攻略！

電験三種予想問題集 . 平成２８年度

オーム社

改訂版 キクタン英検準2級 : 聞いて覚えるコーパ
ス単熟語

アルク

電験三種過去問題集 . ２０１６年度版

オーム社

改訂版
単熟語

アルク

電験三種理論 . 平成３０年度版

東京電機大学出版局

完全攻略！

電験三種電力 . 平成３０年度版

東京電機大学出版局

電験二種二次試験「機械・制御」精選問題
版

改訂２

電験二種二次試験「電力・管理」精選問題
版

改訂２

TOEI C

L&Rテスト900点！

英検2級

英検準2級

キクタン英検3級 : 聞いて覚えるコーパス

英検３級

アルク

アルク

アルク

アルク

