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OSAKAしごとフィールドでは、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、一部セミナーをライブ動画やアーカイブ動画配信で実施
します。該当セミナーは　　　  、　　　  のマークが目印です。ご予約・ご視聴方法はWebサイトをご覧ください。また、会場変更や
ライブ動画、アーカイブ動画配信への変更の可能性がありますので、最新情報はWebにてご確認ください。

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けたセミナーの実施方法

LIVE

ST
AFF’s VOICE

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
その他のセミナー情報や
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

ARCHIVE

今、こんな時期だからこそ伝えたい！

49歳
以下の方

就活が不安なこの時期…。そこで、今だからこそ伝えた
い。OSAKAしごとフィールドの先輩はどんな就職、転
職をしてきたのか？今、どんな分野で活躍しているの
か？就活の裏側やノウハウをキャリアカウンセラーが紹
介します！

面接突破セミナー
選考での突破力を強化！面接のポイントをお伝えしま
す。少人数制なので、参加者に合わせた講義やアドバ
イスも可能です。大事な選考前のあと一押しや、つま
ずいた時の対策にご活用ください。

講師：NPO 法人 HELLOlife　岩崎 洋平氏　

書類突破セミナー

49歳
以下の方

6/4
木

12  00
11  00

49歳
以下の方

6/4
木

15  00
14  00

選考での突破力を強化！書類作成のポイントをお伝え
します。少人数制なので、参加者に合わせた講義やア
ドバイスも可能です。大事な選考前のあと一押しや、
つまずいた時の対策にご活用ください。

講師：NPO 法人 HELLOlife 岩崎 洋平氏　

49歳
以下の方女性・ママ

木
6 /25
11  30
10  00

エゴグラムで見る！

女性・ママ

火
6 /30
11  30
10 00

「何か始めたいけど何からすればいい？」そんな方
へおすすめ！「マンダラチャート」で、したいこと
や目標をさまざまな視点から分解し、なりたい自分
に近づくための最初の一歩を可視化しましょう！

講師：鵜飼 千登静氏

キャリアの

6/26
金

15  00
1 0014

しごと力を高めよう

6/22

6

月

12  00
11 00

面接突破セミナー

転勤族の妻であるキャリアコンサルタントが、特性を
診断できる「エゴグラム」についてお伝えします。自
分の行動パターンや特徴を知り、強みと弱みを考えて
みませんか？お仕事選びや日々の行動、あなたらしい
選択の参考にしてみてください。

講師：交流分析士インストラクター・
　　　キャリアコンサルタント 坂本 美江氏

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1弾！働く上ではストレス
と上手につきあうことが大切です。ストレスについ
ての理解を深め、自分にあったストレス対処法を見
つけてみませんか？

講師：OSAKAしごとフィールド
　　　アクティブカウンセラー　喜多村 隆子氏

選考での突破力を強化！面接のポイントをお伝えしま
す。少人数制なので、参加者に合わせた講義やアドバ
イスも可能です。大事な選考前のあと一押しや、つま
ずいた時の対策にご活用ください。

講師：NPO法人HELLOlife　岩崎 洋平氏　

49歳
以下の方

LIVELIVE

LIVELIVE LIVE わたしと向き合う90分

LIVE

ARCHIVE

～就職、転職成功事例を紹介します～

～上手なストレス対処法～私の強みと弱み

OSAKA しごとフィールド メニュー紹介

要事前
予約

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。

就活の相談、できます！
キャリアカウンセリング

要事前
予約

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。

本番さながらのシミュレーションも！
書類添削・面接特訓

OSAKAしごとフィールド

始めの一歩の見つけ方ファシリテーター直伝！

月
公開予定

※詳しい配信日程はWebにてご確認ください。



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

〒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

●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。すべて44才以下の方が対象です。
●お問合せ・お申込みは、右記のお電話、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）
●新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、セミナーの中止や変更の可能性があります。最新情報はWebにてご確認ください。

すべて44才以下の方が対象です。
●お問合せ・お申込みは、右記のお電話、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）

企業と
出会える

CAUTION!

※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。

新時代のライフプラン 自ら切り開くお金のハナシ6/3
水

15  00
13  00

お金に縛られるのではなく、自分の将来のために、お金を管理できることが
大切です。大きな視点で自分のこれからを見つめ、今の生活費から就職・転
職後の生活まで、マネーとライフを計画的に考えます。

会場：3F セミナールーム

効果的な応募書類とは？
～次のステップに進むためには～6/9

火

16  00
13  00 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

わせる履歴書や職務経歴書を作成するにはどうしたら良いのかを解説します。

会場：3F セミナールーム

パソコン初級Word ①ビジネス文書作成の基本 6/10
水

12  00
10  30

Wordを使用して、ページ設定、文書の保存、文字の装飾、文字の配列等、ビ
ジネス文書作成の基本を学びます。実際の業務をイメージしながらトライ。

会場：3F セミナールーム

パソコン初級Word ③チラシ作成の基本6/10
水

16  30
15  00

Wordを使用して、ページの色・罫線、ワードアートの挿入と編集、図形や画
像の挿入と編集等、チラシ作成の基本を学びます。実際の業務をイメージし
ながらトライ。

会場：3F セミナールーム

パソコン初級Word ②表作成の基本6/10
水

14  30
13  00

Wordを使用して、表の挿入と編集、セルの結合、文字の配列、線種の変更、
表のセンタリング等、表作成の基本を学びます。実際の業務をイメージしな
がらトライ。

会場：3F セミナールーム

効果的な職務経歴書作成～PCを使用して作成へ～6/16
火

16  00
13  00 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作成しましょう。★書類データを持ち帰る
ためのUSBメモリーをお持ちください。

会場：3F セミナールーム

パソコン初級Excel ①表作成の基本 6/17
水

12  00
10  30 Excelを使用してデータの入力、オートフィル機能、計算式の入力、演算子、桁

区切り、列幅変更等を学び、自信をつかみとりましょう。

会場：3F セミナールーム

パソコン初級Excel ③グラフの基本6/17
水

16  30
15  00

Excelを使用して、棒グラフ・円グラフ・スパークラインの挿入と編集、グラ
フへのデータ追加等を学び、自信をつかみとりましょう。

会場：3F セミナールーム

パソコン初級Excel ②関数の基本と計算式の活用 6/17
水

14   30
13  00 Excelを使用して、基本関数、相対参照と絶対参照、パーセント、小数点の処

理等を学び、自信をつかみとりましょう。

会場：3F セミナールーム

必勝！面接対策～面接力UP～6/23
火

16  00
13  00 前半は面接での基礎やマナー。質問の意図を考え、効果的な応対を学びます。

後半はグループワーク形式で面接ロールプレイを行い、経験を増やします。

会場：3F セミナールーム

デスクワークスキル基礎編 ①パソコンスキル（Word）6/24
水

12  00
10  30

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。頭語と結語、
インデント、均等割付、箇条書き等、正確で読みやすいビジネス文書は、信頼
感のベースになります。

会場：3F セミナールーム

デスクワークスキル基礎編 ②電子メール6/24
水

14  30
13  00

明確な件名、正しい敬称、デジタルマナー、CCとBCCの使い分け等をふまえ
た、正確に伝わる電子メールは、信頼感のベースになります。

会場：3F セミナールーム

デスクワークスキル基礎編  ③ビジネス用語6/24
水

16  30
15  00 敬語の基本、クッション言葉、依頼形等の実践練習を通じ、美しく正しい

敬語と立ち居振る舞いを学びます。好印象の接客は、信頼感のベースに
なります。　

会場：3F セミナールーム

大阪の魅力を再発見！ しごと探索バスツアー6/25
木

17  30
09  30 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！※グループでの参加も可

集合：3F セミナールーム




