
※予約不要の「ワンポイントアドバイス」（20分間・先着順）もございます。

就活の悩みや進め方に対し、これまでの仕事内容やご希望をうかがい
ながら、キャリアカウンセラーがマンツーマンでご相談に応じます。 
職場体験や就職可能性診断と組み合わせたカウンセリングも可能です。 

（1 回 45 分間／初回面談後、担当制）

キャリアカウンセリング

応募書類の作成などに、パソコン（印刷可）や空間をご利用いただけ
ます。 電源もございますので、個人パソコンの持ち込みも OK ！就活に
役立つ本や求人誌も、自由にご覧ください。

パソコン・作業スペース　　

左記のキャリアカウンセリングの中で、応募書類へのアドバイスや、
本番さながらの面接シミュレーションをおこないます。

書類添削・面接特訓　

就活に役立つさまざまなセミナーやイベント、職場体験を実施してい
ます。 詳細は、毎月発行しているセミナーカレンダーや Web サイトで
ご確認ください。

セミナー・イベント・職場体験

OSAKA しごとフィールド内には、「大阪府地域若者サポートステーショ
ン」を設置しています。 働くことについてさまざまな悩みを抱えている
15 歳～ 39 歳までの若者が就労に向かえるよう、多様なメニューで就
職支援をしています。

大阪府地域若者サポートステーション

「働くママ応援コーナー」では、キッズスペースをご用意しています。 
キャリアカウンセリング、各種サービスメニューを、お子さまと一緒
にご利用いただけます。 また、同じ建物内の連携保育所「保育ルーム 
キッズもみの木」では、一時保育サービス（無料）もございます。

保育所さがし・一時保育サービス

※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

※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

http://shigotofield.jp/OSAKAしごとフィールド

申込みは
コチラ ！か

ら

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

● 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。

● 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。
● 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

ご 予 約
お問合せ

OSAKA しごとフィールド メニュー紹介

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、さまざまなプログラムをご提案する新プログラム。

＼たとえば、こんなプログラム！／

NEXT アドバイスを受けながら
着実な転職活動をしたい

＼こんな方へおすすめ！／

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

PR

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

企業との
マッチング会

✔ ✔ ✔ ✔

ワンステージ先の自分と企業に
出会いに来ませんか？

「たくさんの企業と出会いたい！」「企業と会って自分の力を試した
い！」という方へ、さまざまなマッチングメニューを用意しています。
キャリアカウンセラーやチューターがメニューをご提案します。

マッチングメニュー

OSAKA しごとフィールド内には、ハローワーク大阪東が運営する「大
阪東ハローワークコーナー」を設置しています。 全国のハローワークで
受け付けた求人の中から、正社員やパートなどご希望に合ったものを
効率よく探せます。 求人の紹介をはじめ、求人情報に関するご質問、
仕事を選ぶにあたってのご相談などにご利用ください。

求人情報提供・職業相談・紹介　

はたらく学校NEXT

OSF_JOBhuntスタッフつぶやき中！

すべての方

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。

PICK
UP!

PICK
UP!

はたらく学校
「国語」

はたらく学校
「保健体育」

親子同伴
OK!

NEXT

新しい年になると、服装などの見た目はもちろん、内面も心機一転したくなりますよね。
今月は装いを新たに身なりと心を整えて、お仕事探しを進められるようなセミナーをお届けします。
2020年、みなさんにとって良い年になりますように！

ST
AFF’s VOICE

参加無料 要予約参加無料 要予約

2020
月1

1/17
金

20  30
18  30
20  30
18  30

講師：元greenz編集長、勉強家 兼松 佳宏氏

ほしい未来を言葉でつくる
MOYAMOYA研究

35歳
以上の方

12 30
10 30 火
1 / 7

きっとうまくいく！はたらくコツノートvol.1
「人生グラフをつくってみよう！」

PICK
UP!

PICK
UP!

これまでの出来事を振り返り、自分の人生をグラフにしてみません
か？人生を振り返ることで、自分の心が動くきっかけを見える化！
大切にしたい価値観をみつけ、就活への一歩を踏みだしましょう！
（就職氷河期世代の方にもオススメです）

兼松先生の「beの肩書き」に続くワークショップ第2弾！あなたの
日頃のモヤモヤは、仕事探しや働く上で欲しているものを言葉にす
る鍵。「もっとこうなればいいのに」「悩みごとや不安」「怒りや
悲しみを感じてしまうこと」などの気持ちをじっくり観察し、
それらを言葉を使って「ほしい未来」へと転換します。

女性・ママ

水
1/29
11  30
10  00

講師：ruban 五味 佐和子氏

すべての方

1 /2 2
水

20  00
18 00

フェンシング日本代表選手のメンタルコーチに学ぶ！

リフレッシュヨガ講座

PICK
UP!

ヨガは、心と身体を整えてくれるトレーニングです。ヨガを実践す
ることによって集中力、意思決定、対人能力などのパフォーマンス
向上につながります。心も体もリフレッシュして、あなたの能力を
最大限に発揮してみませんか？

なりたい自分へ近づくための第一歩とも言える就活の身だしなみ。
今回は、就活に役立つ「好印象」を与えるメイクのポイントをお伝
えいたします。メイクの実演や、質問タイムもございます。
（当日は普段お使いのメイク道具と、
　前髪を留めるピンをお持ちください）

講師：（株）Esprit 森 美智代氏

プロが教える
好印象を与える就活メイク講座

わたしと
向き合う
90分

PICK
UP!

NEXT



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。別途記載がない場合、
お問合せ・お申込みは、右へお電話、またはQRコード先からお願いします。 TEL：06-6949-8122（大阪若年者地域連携事業事務局）

未登録の方はコチラ！▶

セミナーの申込みには
OSAKA しごとフィールドの
メンバー登録が必要です。

OSAKA しごとフィールドの
Web サイトでは
各セミナーの詳細も掲載中！
ぜひご覧くださいね。

セミナーのお申し込みについて

企業と
出会える

企業と
出会える

企業と
出会える

企業と親子で
参加

企業と
出会える

効果的な応募書類作成

会場：3F セミナールーム

火

17  00
14  00

1 / 7

意外と知らない履歴書の常識や、添え状の書き方。人
事担当者に会いたいと思わせる履歴書やエントリー
シート・職務経歴書を作成するにはどうしたら良いの
かを一緒に考えましょう。職業経験の無い人も工夫次
第で書類選考を突破できます！

大阪の求人動向を参考に、応募したい企業をどう調
べたら良いのか、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、失敗しない企業選びを社
会保険労務士の講師がレクチャーしていきます。

企業を知る

会場：3F セミナールーム

金

15  00
13  00

1/10

効果的な職務経歴書作成
～PCを使用して完成まで～

会場：3F セミナールーム

火

17  00
14  00

1/14

書式が分かってもいざ書きだすと難しい職務経歴書。
質問・相談しながらパソコンを使用して職務経歴書を
完成させましょう。データ持帰り用USBメモリと、応
募先求人票や作成した応募書類があればお持ちくだ
さい。

すべての方

1/24
金

15  00
14  00

求人票の読み方セミナー

①

②

44歳
以下の方

1/21火
14  00 16  00

17  30 19  30

しごと発見café
ゆったりとドリンクを飲みながら、企業３社（予定）のプレ
ゼンを聞き、3テーブルに分かれて少人数で交流をしま
す！終了後には企業へオファーを出すことが
できます。少人数なので周りの目も気になら
ず、企業担当者の方へのアピールも十分に行
えます！

女性・ママ

1/22
水

11  30
10  00

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」

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

1/24
金

12  00
11  00

FM802の人気DJ「中島ヒロト氏」をゲストに招いて、
就活にも日常生活にも活かせる「本当のトーク力」に
ついてお話いただきます。今の仕事に就いた背景や
下積み時代のエピソード、ちょっとした体験ワークも
おこないます！
講師：ラジオDJ 中島ヒロト氏

49歳
以下の方

1/16
木

20  30
19  00

ラジオDJ中島ヒロトに聞く
「THE どうすりゃそんなに喋れるの!?」

障がいの
ある方向け

1/21火

面接対策セミナー

10  30 12  30

14  30 16  30

【午前の部】

【午後の部】

もうすぐ面接を受ける・面接会に参加する方必見！仕
事についての理解を深め、ビジネスマナーを身につけ
て、本番に備えましょう。
【お申込み締切：1月14日（火）】
※午前の部は主に知的障がい・発達障がいのある方、午後の部は
　主に精神障がい・発達障がい・身体障がいのある方が対象です。

55才
以上の方

1/15
水

15  00
14  00

シニア向けミニ仕事説明会
（スポーツクラブでのお仕事）
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、接客、指導、清掃など、
スポーツクラブでのお仕事について紹
介！お気軽にご参加ください。

パソコン入門
～文字入力からはじめよう～　

会場：2F PC ルーム

水

16  30
10  30

1/15

現代の仕事では必須となっているパソコンスキル。で
も文字入力を身に付けないと複雑な操作なんて無理
ですよね。ここでは文字入力を中心に、ゆっくりと基本
操作を学びます。WordやExcelを学ぶ前段階にもお
勧めです。

木津卸売市場のルーツは平安時代。食い倒れのまち・ 
大阪の台所として、 大阪市民の生活を支えてきまし
た。 えびす祭の鯛（戎鯛）も木津から奉
納されます。せりの目利き力を学んで、
人生の目利きになろう！

適職発見交流会 就活に役立つ目利き講座
＜木津卸売市場せりのお仕事編＞

集合：大阪メトロ大国町駅 1番出口

月

12  30
10  00

1/20

自分を知る

会場：南館 4F 会議室 B

火

16  00
13  00

1/21

パソコン初級 Word

会場：2F PCルーム

水

13 00
10  30

1/22

Wordを使用して簡単な文書を作成することで基本
的なパソコンスキルを身に付け、実際の業務のイメー
ジと職場での自信をつかみとりましょう。

パソコン初級 Excel

会場：2F PCルーム

水

16 30
14  00

1/22

Excelを使用して簡単な表・計算式を作成することで
基本的なパソコンスキルを身に付け、実際の業務のイ
メージと職場での自信をつかみとりましょう。

アサーション　
～適切な自己表現を～

会場：3F セミナールーム

1/27
月

15  00
13  00

アサーションとは自分と他人を共に尊重した適切な
自己表現です。就活で、職場で、多くの人が悩むこの
問題を優しく教え、共に考えます。話を聞きながら心
を痛めない自己表現の方法を見つけてください。

前半は面接での基礎やマナー。質問は何を目的にして
いるのかを考え、効果的な対応を学びます。後半はア
ドバイザーを入れて面接ロールプレイを行い経験を
増やします。★応募書類や応募先の求人情報があれ
ばお持ちください。

面接対策
基礎とロールプレイ

会場：2F セミナールーム

火

17  00
14  00

1/28

デスクワークスキルⅠ　
①パソコンスキル(Word)／②電子メール／③ビジネス用語

集合：2F セミナールーム

  

デスクワークのスキルは、あらゆる仕事に必要とされ
ています。効率的で正確な文書で職場の信頼を得ま
しょう。文書作成、電子メールのマナーや注意点、敬語
の正しい使い方や立ち居振る舞いを学びます。

1/29 水
10  30 12  00

13  00 14  30

①

②

15  00 16  30
③

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

1 / 8
水

12  00
11  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？

すべての方

1 / 8
水

15  00
14  00

求人票の読み方セミナー
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

第3回障がい者企業面接会

障がいの
ある方向け

1/29
水

17  00
13  00

就職をめざす障がいのある方注目！企業の採用担当
者とじっくりお話しできる予約面接会を開催します。
※定員を超えた場合はお断りすることが
あります。
【お申込み締切：1月22日（水）】

すべての方

1/25
土

16  00
14  00

LGBTs コミュニティスペース
for Work
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！
※今月は土曜日に開催です。

大阪の魅力を再発見！
しごと探索バスツアー

集合：3F セミナールーム

企業と
出会える

水

17  00
 08  45

1/22

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！
※当セミナーのご予約は、OSAKAしごとフィールドで
　受付いたします。お電話（06-4794-9198）
　またはWEBページをご覧ください。

「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。

年も明け、４月入園をめざした保活も終盤を迎えよう
としていますが、今から始める保活もあるんです！何
から始めたらいいんだろう、保育園ってど
んな種類があるの？などの情報をお届けし
ます。ぜひ働くママ応援コーナーにおこしく
ださい♪

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

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？




