
Pick Up Pick Up

Pick Up

「自己分析って、何から始めたらいいかわからない。大事にしたい
自分の気持ちって？」という疑問を不思議なトランプを使って見え
る化し、整理していく120分。自分の価値観について掘り下げて今
後の就活に活かしてみませんか？

自分の「理想の働き方」を発見！
ワークスタイル・トランプ

実践型！
グループディスカッション対策講座

リアル警察24時！
大阪府警察（警察官・警察行政）のお仕事女性・ママ

11  30
10  00

日
水19

若年者

17 00
15 30

日
金21

わたしと向き合う90分「おしゃべりしながら
ワークで考える♪理想のライフプラン」

はたらく学校
「道徳」

はたらく学校
「音楽」

はたらく学校
「国語」

若年者

日
火18

15  30
13  30

日
火4

15  30
13  00

適職発見交流会＆体験会シリーズ
旅館・ホテルのお仕事編

就活目標設定シリーズ
自分を知る

日
水5

17  00
09  30

会場　2F PC ルーム 

すべての方

日
木13

16  30
14  30

Pick Up

すべての方

20  00
18  30

日
金21

Pick Up

多くの企業や官公庁で採用選考に用いられる「グループディス
カッション」。本セミナーは、グループディスカッション経験、もし
くは基礎知識がある方を対象にした実践型講座です。選考に向
け経験値を上げていきたいという方、ぜひご参加ください！

Pick Up コトバの達人主催！ 志望動機より、
あなたの話を聞かせてください

「志望動機」が書けないとお悩みの方必見！元電通コピーライター・
田中泰延さんが、そもそも仕事探しをする際の心構えや、「自分だ
けの話」を書くコツや視点をお伝えします。 
※当日は、志望動機の文章を持参ください。　　　　　  　講師：田中泰延氏

大都市大阪の治安を守る警察官の仕事は、パトロール、犯罪捜査、
交通取締り、災害救助活動など多岐にわたっています。また、企画・
人事等を行う警察行政の仕事もあります。あなたの知らない警察
官のリアルな世界を、現役の大阪府警察官がお伝えします！

眠った記憶を堀り起こそう！
みんなで語る「思い出チャン！」

自己分析を一人で続けるのはしんどい！そこで、奥底に眠る「思い
出」 を語り合い、自分を再発見しませんか。即興演奏やイラストと
共に、プロデュースユニット『ragumo』代表の早瀬直久さんがア
テンドします。　　　　　　　　　  講師：ragumo 代表  早瀬直久氏

「わたしは何が向いてるの？」「どんな仕事を選べばいいんだろ
う？」「何から行動していいかわからない」そんな方へ！まずは自
分が理想とするライフプランを考えてみませんか？自分自身を振
り返るワークを通して、なりたいビジョンを描いてみましょう。

以下のセミナーは、若年者地域連携事業(大阪労働局委託)で実施します。 全て「44歳以下」が参加条件です。
お問合せ・お申込みは、お電話、または右のQRコード先からお願いします。  06-6949-8122（大阪若年者地域連携事業事務局）

2020年の旅館・ホテルは、こう変わる？！　職場としての視点で、
旅館・ホテルを考えます。

大阪の魅力を再発見！
しごと探索バスツアー
(職場見学バスツアー)

大阪府内の魅力ある企業を訪問し、その職場の雰囲気や仕事を見
て、体感してください！

日
水19

16  00
13  00

会場 　南館 4F 会議室 A 

「何がしたいのかわからない」とお悩みではないですか？自分の求め
ているものは何かを考え、自分の特性や強み、弱みを把握しながら、
将来の目標をみつけましょう。公認心理師、精神保健福祉士の資格
を持つ講師がお手伝いします。

就活スキルアップシリーズ
新卒・転職・中途採用者のためのSPI攻略法日

月24
16  00
13  00

会場　3F セミナールーム 

会場　3F セミナールーム 

新卒はもちろん、中途採用時にもSPIを利用する企業が増えていま
す。解説を読んでもイマイチよく理解できない。そんな皆さんに現役
の学習塾講師がSPIのコツをお伝えします。主に「集合・順列・組合
せ・確率」についてポイントを解説します。

日
火11

15  00
13  00

就活目標設定シリーズ
企業を知る
大きな視点で企業を見ていきます。関西を中心に景気の動向（就職
率、失業率）もお伝えします。次に、応募したい企業をどう調べたら
良いか、それぞれの企業がどのような人材を求めているかを読み解
き、成功する企業選びを社会保険労務士がレクチャーしていきます。

日
水26

16  00
10  30

就活スキルアップシリーズ
デスクワークスキルⅡ
デスクワークのスキルは、管理職から秘書、営業、コールセンター
に至るまであらゆる仕事に必要とされています。STEPⅡはビジネ
スマナーの実践編。電話応対、接客等。パソコンはWord、Excel
のスキルアップを行います。 

すべての方

日
火25

20  00
18  30

親子同伴
OK!

会場  　3F セミナールーム 集合  　OSAKA しごとフィールド 2F

OSAK Aしごとフィールドでは、「大阪 東ハローワーク
コーナー」を併設しています。ぜひ、セミナーやキャリア
カウンセリングとあわせてご利用ください。

※ご利用には OSAKA しごとフィールドの登録が必要です。

大阪東ハローワークコーナー
ハローワークコーナーでできること

ご利用時間：10:00～18:30（月～金）　[土・日・休祝日・年末年始休み]
TEL：06-7669-9571　　FAX：06-7669-9570

求人情報提供パソコンの
利用（求人情報の検索・閲覧）

求人情報に関する質問、
仕事選びに関する相談

職業相談・
職業紹介

応募書類・面接に
関するアドバイス等

※★印はセット受講がおすすめなセミナーです。

※このチラシは大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課委託事業（受託）OSAKAしごとフィールド運営共同企業体（NPO法人HELLOlife/ 一般財団法人大阪労働協会）の一環として作成しました。

手話通訳が必要な場合や車椅子でご参加される場合等は、事前にお申出ください。

月～金曜 9:30～20:00／土曜 9:30～16:00 　※日・祝・年末年始休

京阪・OsakaMetro※谷町線「天満橋駅」より西へ300m
京阪・OsakaMetro※堺筋線「北浜駅」より東へ500m

※旧大阪市営地下鉄

〒540-0031  大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか 本館2・3F

セミナー参加について 筆記用具、ノート持参● ● 服装自由 ● 当日受付は30分前から

http://shigotofield.jp/OSAKAしごとフィールド

ご 予 約
お問合せ

申込みは
コチラ ！か

ら

TEL:06-4794-9198  FAX:06-6232-8581

セミナー受講には OSAKAしごとフィールドへの会員登録が必要です● 遅刻の場合、受講をお断りすることがあります。 あらかじめ、ご了承ください。
● キャンセルの際は事前連絡必須。 無断キャンセルが続く場合、受講をお断りすることがあります。

6月6666666月6月月月月月月月66666666666666666月6月6月月月月月月月月月月月月月月月月月666666666666月6月6月月月月月月月月月月月月月月月月月6666月6月月月月月月月月月月月月月月月月月6月6月月月月

参加無料 要予約

CAUTION! 会場の記載のないセミナーは、OSAKA しごとフィールドの 2F 総合受付で受付をお願いします。

2019

6月は面接が多いシーズン。応募書類や面接中の言葉って、つい無難なテンプレ調になりがちですよね…「この人と会って
みたい」「もっと話してみたい」と思われるには、自分のルーツやビジョンを見つめ直すことで得られる“あなただけの言葉”
が大切なんです。その材料集めにぴったりのセミナーをたくさんご用意しました。

ST
AFF’s VOICE

OSF_JOBhuntスタッフつぶやき中！★★



七夕飾りを作りましょう♪＆保活の一歩

もうすぐ七夕★星に願いを込めて

7月7日は七夕です。お星さまのペープサートを見たり、簡単な
七夕飾りを作りましょう♪タイムリーな保活に役立つ情報もお
伝えします！

女性・ママ

11  15
10  00

日
水26

親子で
参加

プチ体験保育

就活や仕事の話をする際「セクシュアリティについても普通に話
せたらいいのに」と思ったことはありませんか？LGBTsの方が、就
活や仕事について話し合える場を毎月開放しています！今回の
テーマは「理想の働き方」などです。

LGBTs コミュニティスペース
 for Work

忙しい朝もパパッと素敵に！「骨格で
わかる！自分に似合うヘアスタイル」

日
水5

12  00
10  30

女性・ママ

「じっくりセットする時間がない」「ちゃんとアレンジしなくても
いい感じに見せたい」、忙しい朝の支度には悩みがつきものです
よね。骨格タイプ別の似合う髪型、アレンジのポイントをご紹介
します。時短してもおしゃれに過ごしましょう◎

OSAKAしごとフィールドのサービス内容や活用事例をご紹介
するツアー。 本格的な就活をはじめるきっかけにしませんか？

就活するならまずはコレ！
しごとフィールド活用ツアー

15  00
14  00
日
水5

求人票の読み方セミナー 女性・ママ

日
金7

11  15
10  00

親子同伴
OK!

すべての方 ここから始める♪保活の第一歩
「保活のノウハウお伝えします」

現役のハローワーク職員が「求人票の見方」や「求人を選ぶ際
のポイント」をお伝えします。求人票の読み方を学ぶことで自
分に合った求人を探せるようになりましょう。
講師：大阪東ハローワーク職員

現役のハローワーク職員が「求人票の見方」や「求人を選ぶ際
のポイント」をお伝えします。求人票の読み方を学ぶことで自
分に合った求人を探せるようになりましょう。
講師：大阪東ハローワーク職員

保育の現状ってどうなってるの？などこれから始める保活のノ
ウハウをお伝えします♪一人ではわからなくて不安に思っている
ママさん、一歩ずつ一緒に始めましょう！

日
水

12  00
11  00
5
すべての方 求人票の読み方セミナーすべての方

日
火25

15  00
14  00

OSAKAしごとフィールドのサービス内容や活用事例をご紹介
するツアー。 本格的な就活をはじめるきっかけにしませんか？

就活するならまずはコレ！
しごとフィールド活用ツアー

すべての方

16  30
15  30

日
火25

しごと力を高めよう
～柔軟な視点でものごとを捉える～

シニア向け

15  00
14  00

シニアの方にお任せしたいお仕事とは？シニア採用に積極的な
企業から具体的な仕事内容を聞けるチャンスです。今回は、保育
補助のお仕事を紹介！未経験の方もお気軽にご参加ください。

若年者

日
木20

15  30
13  30

採用され、働き続けるための力を身につける「しごと力」シリーズ
セミナー第2弾！今回のテーマは「多面的思考力」。グループワーク
を通じて、様々な立場や視点から考え柔軟な発想ができるように
なる為のコツを身につけましょう。会場 　3F セミナールーム

企業と
出会える

日
水19

シニア向け仕事説明会
保育補助のお仕事

女性・ママ

日
水12

11  15
10  00

誰しも「ニガテ」はあるもの…！そんなニガテを克服するのではな
く、どううまく付き合うかを考え、いきいきと働いている方をゲス
トにお招きします。はたらくコツやニガテと付き合うヒントを手
にいれましょう！

幼稚園ってどんなところ？若年者

日
金7

12  30
10  30

きっとうまくいく！はたらくコツノート vol.2
自分のニガテと生きていこう！

お母さんが働いていても幼稚園へ。私立幼稚園での預かり保育の
充実により、保護者の選択肢がグンと拡大しています。平成27年
4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」私立幼稚園は
どのように変わったのかお伝えします。親子同伴

OK!

ワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業にワンステージ先の自分と企業に
出会いに来ませんか？

ワンステージ先の自分と企業に
出会いに来ませんか？

アドバイスを受けながら
着実な転職活動をしたい

▶ 詳細は、OSAKA しごとフィールド Web サイトにて 5 月上旬公開！

2019 年 5 月、
新プログラム誕生！

＼こんな方へおすすめ！／

OSAKA しごとフィールドで、
新プログラムがまもなくスタート！

「チューター」が、あなたの就活状況に応じて、
さまざまなプログラムをご提案します。
実際に企業で職業体験ができるプランも！

＼たとえば、こんなプログラム！／

接客・営業等
コミュニケーション

実践

広報企画
クリエイティブ

体験

職場見学
職業体験
有償 OJT

企業との
マッチング会

✔ ✔ ✔ ✔

…and more!

スキルアップしながら
自分に合った就職先を見つけたい

働くまでに職場見学や
実務体験をしてみたい

すべての方

日
木20

20  00
18  00



ワンステージ先の企業への就職をめざす方に向けたセミナーが大充実！
正社員で働きたい方、キャリアアップしたい方、より自分の力を発揮したい方、ぜひご参加くださいね！

働き方がどんどん多様化する時代、就活だってアップ
デート！大手就活ナビサイトには載ってない、自分に
フィットする「現代版の仕事の見つけ方」を考えてみま
せんか？
講師：株式会社アイスタイルキャリア 田中大介氏

若年層

金
5/24
19  30
18  00

令和時代のはたらくメソッド
～企業探し編～

終身雇用の撤廃、新卒一括採用廃止…これからの就
活、何が変わる？会社に依存しない「キャリア自律」の時
代に、改めて「自分は何のために働くか」を問いかけて
みましょう。
講師：株式会社アイスタイルキャリア 大野丈氏

若年層

水
6/12
19  30
18  00

令和時代のはたらくメソッド
～はたらく意味編～

自己分析は新卒で終わり？いえいえ。失敗しない転職を
するために一番大事なのが「自己分析の更新」です。元リ
クルートのエージェントが、自分自身の深掘りの方法や転
職軸についてお伝えします。    
講師： inspire's 寺尾美香氏

転職向け

金
6/21
15  30
14  00

新時代の転職ハック
「自己分析のアップデート」

どこかで聞いたような言い回し、誰かと似がちな「自己
PR」。自分だけの言葉で紡げるかがカギなんです。個性
が伝わる心構えやコツをお伝えします。働き始めてから
も大切な視点なので、内定が取れた人も必見！
講師：株式会社アイスタイルキャリア 大野丈氏

若年層

木
6/27
19  30
18  00

令和時代のはたらくメソッド
～自己PR編～

「スキルを活かしてステージアップした企業で働きたい
けど、転職のタイミングっていつがいいの？」そんなあ
なたへ、元リクルートのエージェントが、今の時代に合っ
た転職ノウハウをお伝えします。
講師： inspire's 寺尾美香氏

転職向け

金
5/17
15  30
14  00

新時代の転職ハック
「活きる仕事の発見法」

※このチラシは大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課委託事業（受託）OSAKAしごとフィールド運営共同企業体（NPO法人HELLOlife/ 一般財団法人大阪労働協会）の一環として作成しました。

月～金曜 9:30～20:00／土曜 9:30～16:00 　※日・祝・年末年始休

京阪・OsakaMetro 谷町線「天満橋駅」より西へ300m、京阪・OsakaMetro 堺筋線「北浜駅」より東へ500m

〒540-0031  大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか 本館2・3F
ht tp : //shigotof ield.jp /
OSAKAしごとフィールド

申込はコチラ 
OSAKAしごとフィールド
への会員登録が必要ですTEL:06-4794-9198  FAX:06-6232-8581

きちんと稼いできちんと休み、ONもOFFも納得しなが
ら過ごしたい。できれば楽しみながら成長したい。そん
なキャリアの描き方をお伝えします！

講師：株式会社mapB 幟建由佳氏

女性・ママ

火
5/21
12  00
10  30

デキるオンナの
キャリアデザイン

接客・営業等
コミュニケー

ション実践

広報企画
クリエイティブ

体験

職場見学
職業体験
有償 OJT

企業との
マッチング会

✔ ✔ ✔ ✔

…and more! 詳しくは、
OSAKA しごとフィールド Web まで！

専任スタッフである「チューター」が、
あなたの就活状況に応じて、プログラムをご提案する
新プログラムがはじまります。お楽しみに！

PR

Facebook,Twitter,Instagramでの発信や受信。各
SNSの使い方ひとつで、情報のアンテナは大きく広が
り、スキルアップのスピードも変わります。

講師：PRコンサルタント 長谷川美澄氏

女性・ママ

木
6/6

12  00
10  30

デキるオンナの
SNS活用術

どれだけ就活対策をしても、働くイメージって持ちにく
い。みなさんより少し先に社会に出ている先輩と意見を
交わしながら、自分のワークスタイルをイメージしてみ
ませんか？「ブッチャケ質問」も大歓迎！！
講師：有限会社なんかしたい 清水大樹氏

若年層

火
5/28
19  30
18  00

令和時代のはたらくメソッド
～OB訪問編～

2019 年 5 月、
新プログラム誕生！

CAUTION!

OSF_JOBhuntスタッフつぶやき中！

ご来館の際は、OSAKA しごとフィールドの 2F 総合受付で受付をお願いします

参加無料 要予約

2019.5~6  
号外




