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パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した  

 「情報探索の道しるべ」です。 

 

このパスファインダーは「子育てしながら再就職したい」女性向けに、図書館を活用して情報を収集する手段

と専門機関をご案内します。 

 

1. 情報探索のキーワード 

効率的な情報検索には、キーワード選びが大切です。 

ひとつの言葉にこだわらず、同義語や類義語、関連語を組み合わせて検索しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 千代田区立図書館で情報を集める 

図書館を活用すればさまざまな情報を入手することができます。 

 

2.1. 千代田区立図書館の蔵書検索で探す。 

自分の知りたいテーマについて、千代田区立図書館ではどのような資料があるのかを調べましょう。 

「ＯＰＡＣ」にキーワードを入力して、資料を検索します。また、図書館の本は主題ごとに棚に並んでいるので、請

求記号の数字を参考にして同じ主題の本を探すこともできます。 

 

【白書】 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

男女共同参画白書（平成 20 年度版） ／ 内閣府男女共同参画局

（編）：佐伯印刷，2008.6 
367.2ナＡ 107064388 ＭＩＷ 

労働経済白書（平成 20 年度版） ／ 厚生労働省（編）：日経印刷，

2008.7 
366 105874911 千代田 

国民生活白書（平成 20年版） ／ 内閣府（編）：時事画報社，2009.2 365 130184948 千代田 

女性労働の分析 2008年～大卒女性の働き方～ ／ 厚生労働省雇用

均等・児童家庭局編：（財）21世紀職業財団，2009.5 
R366.3 130212095 千代田 

女性の再就職に関する情報収集ガイド 

再就職 ・ 仕事 ・ 働く ・ 資格 ・ スキル ・ 両立 ・ 女性 ・ ママ ・ 育児 ・ 子育て ・ 支援 など 

 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/wo/opc/srh


【就職・資格ガイド】 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

就職・転職に有利な女性の資格全ガイド ’10 年版 収入、将来性・難

易度、試験データが一目でわかる ／ 成美堂出版，2009.2 
Y366 130208887 千代田 

履歴書・職務経歴書の正しい書き方－自分の持ち味をうまくアピールす

る! ／ 金谷恵司（著）；かんき出版，2006.1 
366 109296491 神田 

図解まるわかり女性のビジネスマナー（オールカラー版） ／ 鈴木あつ

こ（著）；新星出版社，2008.10 
336 108323353 昌平 

 

【一般】 

<図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号 資料 ID 所蔵館 

千代田区子育て応援ガイドブック ／ 千代田区立児童・家庭支援センタ

ー，2009.10 
T369 130382856 四番町 

子育て女性の新消費事情―ワークライフバランスを目指す生活 ／ 日

本経済新聞社産業地域研究所，2008.11 

675 

（W2） 
130184286 千代田 

ママも今日から働くワ！―主婦の再就職講座 ／ 上田晶美（著）：日本

経済新聞社，2008.7 
366 107294399 プラザ 

ワーキングママの時間管理術―仕事も子どももあきらめない ／ ワクマ

マ（編）：阪急コミュニケーションズ，2009.1 
366 106630106 四番町 

 

 

2.2. 新聞記事から探す。 

新聞は速報性に優れ、旬な情報を入手できます。調べたいテーマに関する記事を集めるには新聞記事検索

データベースを活用すると便利です。千代田図書館ではオンラインデータベースで新聞記事の検索ができま

す。 

＜図書館で利用できる新聞記事検索データベース＞ ※千代田図書館 

データベース名 新聞名 収録期間 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1945年から 

毎日 Newsパック 毎日新聞 1987年 1月から 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年 11月から 

日経テレコン 21 

日本経済新聞 

日経産業新聞 

日経流通新聞（日経 MJ） 

日経金融新聞 

1981年 10月から 

1981年 10月から 

1985年 10月から 

1987年 10月から 

 

 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/guidance/index.html#guidance_index11


2.3. 国内で刊行されている図書や雑誌を探す。 

千代田区立図書館に所蔵していない図書や雑誌を調べることができます。 

 

【図書】 

◎「NDL-OPAC」（http://opac.ndl.go.jp/） インターネット 

国立国会図書館の蔵書目録です。国内で刊行されている書籍が検索できます。 

◎「東京都公立図書館横断検索」（http://metro.tokyo.opac.jp/） インターネット 

東京都内の公立図書館にある蔵書を検索できます。 

◎「Books.or.jp」（http://www.books.or.jp/） インターネット 

国内で発行された入手可能な書籍が検索でき、出版社のホームページやオンライン書店へのリンクもあ

ります。 

◎『出版年鑑』 書籍 

一年間に出版された書籍をＮＤＣ（日本十進分類表）ごとに探すことができます。 

◎『ＢＯＯＫＰＡＧＥ 本の年鑑』 書籍 

一年間に出版された書籍をテーマごとに探すことができます。書籍の要旨または目次が分かるので、内

容を知ることができます。 

 

【雑誌・論文】 

☆ 雑誌名 

◎『雑誌新聞総かたろぐ』 書籍 

現在刊行されている雑誌、新聞が調べられます。 

◎「Webcat Plus」（http://webcatplus.nii.ac.jp/） インターネット  

一致検索では、図書と雑誌が検索できます。また所蔵している大学図書館も表示されます。 

 

☆ 雑誌の記事 

各種の記事索引データベースを活用すると便利です。 

◎「国立国会図書館雑誌記事索引」（NDL-OPAC：http://opac.ndl.go.jp/） インターネット  

NDL-OPAC内にあり、国内で刊行された学術雑誌、紀要を中心に人文科学･社会科学・自然科学の記事

情報が検索可能です。 

 

☆ 論文 

◎「CiNii(サイニイ)：NII論文情報ナビゲータ」（http://ci.nii.ac.jp/） インターネット  

学協会で発行された学術雑誌と大学等で発行された研究紀要の両方を検索し、検索された論文の引用

文献情報や、本文を参照することが可能です。国立情報学研究所が提供しています。 
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3. 専門機関へ足を運ぶ 

働く女性や再就職したい女性をサポートするための情報提供や相談窓口の設置、セミナー開催などを行って

いる専門機関をご紹介します。 

◎男女共同参画センターＭＩＷ（ミュウ）（http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/00005/d0000505.html） 

〒102-8688 東京都千代田区九段南 1-2-1 千代田区役所 10F ／ TEL：03-5211-8845 

家庭のことや働くことなどについて、専門のカウンセラーによる相談窓口を定期的に開催しています。 

（千代田区在住・在勤・在学者の方が対象です。） 

 

◎東京しごとセンター（http://www.tokyoshigoto.jp/） 

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-10-3 ／ TEL：03-5211-1571 

ビジネススキルを身につける講座や企業への職場体験などを実施しています。 

 

◎マザーズハローワーク東京（http://www.hw-shibuya.go.jp/mothers.html） 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-13-7千秋ビル 3階 ／ TEL：03-3409-8609 

履歴書の書き方や面接の疑似体験、初心者向けのパソコン講座などを開催しています。 

また、保育所情報や子育て支援サービスの情報も収集、提供しています。 

 

◎「仕事と女性の未来館」ライブラリー（http://www.miraikan.go.jp/library） 

〒108-0014 東京都港区芝 5-35-3 ／ TEL：03-5444-4151 

HPで働く女性に関わる法律の基礎知識や法令の解説、主な判例の検索ができます。 

 

◎２１世紀職業財団（本部）（http://www.jiwe.or.jp/） 

〒112-0001東京都文京区白山 5-1-3-10１ ／ TEL： 03-5844-1660 

各都道府県に事務所があり、仕事と家庭の両立や再就職に関するセミナーを開催しています。 

☆「再就職サポートサイト」（https://www.saisyuusyokusupport.jp/index.php） 

再就職の準備から就職活動までを学習でき、成功事例なども掲載しています。 

「何をはじめればよいのか？」というところから、分かりやすく解説しています。 

 

 

 

4. 千代田区立図書館リカレント支援サービス 

千代田図書館では区内在住の保護者の方が図書館内で学習される際に、お子様を一時的にお預かりする託

児サービス「こどもひろば」を定期的に開催しています。 

◎リカレント支援サービス「こどもひろば」（http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/facilities/recurrent.html） 

 

作成：千代田区立千代田図書館サービス部 
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