
●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。
●会場記載のない場合は、すべて3Fセミナールームにお越しください。
●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）
すべて3Fセミナールームにお越しください。

CAUTION!

1 UIJターンプロジェクト
EXPO2025 盛り上げ企画 優秀企画発表

15  00
13  00

「EXPO2025で自分たちに何ができるか？」コンセプトコンペ(1/25開催)の
結果発表。優秀企画をみんなで推すか、没企画を練り直し仕上げるか、それぞれ
が決定。プレゼン力UPセミナー同時開催。

月

Web 会  場

2 効果的な応募書類とは？
～次のステップに進むために～

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。

火

会  場

9 効果的な職務経歴書作成
～PCを使用して作成へ～

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。

火

会  場

8 鞄が重いあなたへ。
荷物を半分にしてみませんか？

16  00
14  00

『暮らし整えナース』の整理整頓マイスター富樫明美先生が、荷物も暮らしも
すっきりさせる極意を伝授。不安も断捨離できるかも。

月

Web 会  場

16 面接対策！～基礎とロールプレイ～

16  00
13  00

前半は面接での基礎やマナーについて学びます。質問は何を目的にしているの
かを考え、効果的な応対を習得します。後半は面接ロールプレイを行い経験を
増やします。

火

会  場

● 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

申込みは
コチラ ！か

ら

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

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

ご 予 約
お問合せ

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

※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しごとフィールド総合就業支援共同企業体の一環として作成しました。

OSF_JOBhuntスタッフつぶやき中！

参加無料 要予約参加無料 要予約

2021
月2

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

ST
AFF’s

 
VOICE

ラジオDJ 中島ヒロトの
はたらく学校 放送部

2/26
金

20  00
19  00

FM802の人気ラジオDJ、中島ヒロトさんがMCをつとめる
番組型セミナー！ヒロトさんが様々な仕事をする中で
出会ってきた「気になる人」をゲストに招いて、その方の
ワークスタイルやライフスタイルを探ります。
※ライブ配信もございます（要予約）。

はたらく学校
「放送部」

PICK
UP!

2/27
土

14  00
13  00

いま話している相手も実はLGBTQかも？LGBTQの方・
LGBTQであることに、どう向き合えばいいのか、自分に
は何ができるのか。人気YouTuber「かずえちゃん」に、
職場におけるLGBTQについて伺います！

PICK
UP!

講師：ラジオDJ 中島ヒロト氏講師：YouTuber かずえちゃん

よいこのための悪口メーカー
原田ちあきの宵待ち相談室

2/15
月

20  30
19  00

働くこと、暮らしのこと、からだのこと、人との付き合い方
など、ひとりひとり違う「ちょうどいい」の形。失敗したり、
落ち込んだり、ひねくれたり、毎日納得できることばかり
じゃないけれど、そんな自分もまるごと好きになれるよう
に。明日が少しでも上向きになるヒントをお届けします。

PICK
UP!

ゲスト：漫画家・イラストレーター・キュレーター 原田ちあき氏
司  会：ラジオDJ 板東さえか氏

噺家 桂福丸から学ぶ
「セルフメンタルケア」

2/17
水

12  00
10  30

修行時代の経験から『怒られ力』を出版された著者桂
福丸さんに就活のストレスをコントロールする、セルフ
メンタルケアを学びましょう。

PICK
UP!

講師：桂福丸氏

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。

Web

会  場
Web

会  場
Web

Web

Web

①ビジネス文書作成の基本
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。

②表作成の基本
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。

③チラシ作成の基本
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。

3 水

14  3013  00 16  3015  0012  0010  30

パソコン初級Word

①～③の
単体での
受講可能

Web 会  場

①関数と数式の入力
関数と数式の入力：日付関数（TODAY、DATEDIF）と絶対
参照、統計関数（RANK . EQ、COUNT I F、COUNT、
COUNTA）、 論理関数（IF関数）を学びます。

②グラフの作成
グラフの作成：補助円グラフ付き円グラフと並べ替え、レー
ダーチャートとグラフの書式設定を学びます。

③Excelの便利な機能
Excelの便利な機能：セルの条件付き書式、表示形式、入力
規則を学びます。

24 水

14  3013  00 16  3015  0012  0010  30

パソコン中級 Excel

①～③の
単体での
受講可能

Web 会  場

① 表作成の基本
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。

②関数の基本と計算式の活用
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。

③グラフの基本
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。

17水

14  3013  00 16  3015  0012  0010  30

パソコン初級Excel

①～③の
単体での
受講可能

Web 会  場

49歳以下の方

かずえちゃんによる
「職場のLGBTQ相談室」for ALL

35歳以上の方女性・ママ

すべての方

その他のメニューや詳細は、Webサイトまで。
また、メニューの利用やセミナーの申込みには
OSAK Aしごとフィールドのメンバー登録が必要です。
未登録の方は右のQRコードからアクセスしてください。



会  場 会  場

会  場

会  場 会  場会  場

会  場

会  場

会  場

会  場 会  場

会  場会  場

●新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、動画配信への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。●新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、動画配信への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。
●「35歳以上の方」向けのセミナーは、就職氷河期世代の方にオススメです。●「35歳以上の方」向けのセミナーは、就職氷河期世代の方にオススメです。

OSAKA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

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

新しい保育園のカタチ「企業主導型保育施設」。“聞いた
ことはあるけど、よく分からない…”“他の保育施設と
何がちがうの”といった疑問や不安に答える動画配信が
スタートします。保育施設の紹介動画や求人情報も公開
しているので、施設の特徴や雰囲気を知ることができ、
求人募集の情報もゲットできます♪

講師：キャリアコンサルタント・接遇マナー講師
　　 鵜飼千登静氏

講師：株式会社アソウ・ヒューマニーセンター 丸濱寛氏

今年度最後の開催です。この研修で、障がい者を理解し、
どのような支援の場があるかなど基礎を学び、新たな
分野で活躍してみませんか？
※3日目のみ職場体験のため10:00～12:00
（新型コロナウイルス感染症の拡大状況により中止となる可能性が
 あります）

今まさに、企業との交流会や面談などの参加を考えている
方向けのセミナーです。心構え・質問の答え方や聞き方、
企業に対して自分の魅力を最大限に伝える方法などを
学べます。多様な職種経験がある講師をお迎えし、ミドルに
あったリアルな対策をお伝えします！

講師：阿部浩子氏講師：株式会社日立物流西日本 北野智洋氏

「怒らなくなる」ではなく「怒りを後悔しなくなる」。怒ること
は決して悪いことではありません。理論を学んで技術を身
につけ、仕事や家庭など、日常で起こる怒りの感情を上手
にコントロールできるようになりませんか。

【企業がつくる保育園ではたらきませんか？】
企業主導型保育施設まるわかり動画配信
はじめます！

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、いきいき働いて
いる方をゲストにお招きします。ゲストからはたらくコツや
ニガテと付き合うヒントを手にいれましょう！

2/16
火

20  30
19  00

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！」

フェンシング日本代表選手のメンタルコーチを務める講師
から「あがり症の克服術」について学び、緊張に負けない
コミュニケーション力を身につけてみませんか？人前で
話すことが苦手な人、過去に失敗体験がある人、大歓迎！

2/16
火

16  00
14  00

フェンシング日本代表選手のメンタルコーチに学ぶ！
緊張に負けない「あがり症克服術」

仕事がしたい、仕事を続けたい!けど、子育てして、仕事も
して、家庭の事もやっていけるのかな？家族や公民からの
両立サポートのイロイロについてわかる！セミナーです。

私らしく働き子育てするために
（両立サポート編）

2/9
火

11  30
10  00

シニア向けチャレンジ研修
～障がい者支援 編～

16  00
13  00

2/2
~4

火

木

講師：Hilt Green 代表 大島美佐子氏

今年度最後の開催です。シニアだからこそ今までの人生
経験を活かして、保育の分野で働くための基礎知識をマ
スターする研修です。保育士の資格がなくても活躍できる
場があります！

シニア向けチャレンジ研修
～保育補助編～

16  00
13  00

2/8
~10

月

水

11  30
10  00

15  00
13  30

2/16 火

ミドル のた め の
「企 業 面 談 直 前 対 策 室 」

2/25
木

12  00
10  30

55歳以上のシニア向け
合同企業説明会

交流会や職場見学を通して進めるプログラム「あんしん
就活」の内容をご紹介する説明会です。プログラムの流れ
や、参加予定企業の最新情報等をお伝えします。プログラム
参加を考えたい方はお気軽にご参加ください。

あんしん就 活 事前 説 明会

2/4
木

15  30
14  00

2/4
木

11  50
11  00

交流会や職場見学を通して進めるプログラム「あんしん
就活」交流会に安心して臨んでいただくための準備セミ
ナーです。自分を見つめ直すワークやビジネスマナー
講座、参加企業の説明等をおこないます。

あんしん就 活 事前 準備 セミナー

2/15
月

16  30
13  00

交流会や職場見学を通して進める就活プログラムです。
5社程度の企業が参加します。企業担当者とざっくばらんに
お話し、仕事内容や職場の雰囲気を知りましょう。マッチ
ングすれば職場見学に行くことができます。

あんしん就 活 マッチング 交流会

2/22
月

17  30
14  00

2/24
水

15  00
14  00

多くの新卒採用や官公庁の定期採用に用いられる「グループ
ディスカッション選考」。個別面接対策はできていても、
グループディスカッションの対策はできていない人も多い
のでは？まずはコツを学んで事前準備を整えましょう！

グループディスカッション選考に
向けた準備講座

2/5
金

15  30
13  30

わたしと
向き合う

90分

両立支援
セミナー

Web オンラインで配信 会場で実施会  場

Web

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

会  場

2/24
水

13  50
13  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

会  場

講師：キャリアコンサルタント
　　　アンガーマネジメントファシリテーター 坂本美江氏

求人票の読み方セミナー
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

2/12 金 15  0014  00

2/24 水 15  0014  00

2/4 木 15  0014  00

2/18 木 16  3015  30

すべて同一の内容となります。ご都合に合わせてご参加ください。

親子同伴
OK

ワーキングマザーでキャリアコンサルタントでもある講師
から、面接の流れやマナー、面接突破につながる受け答え
について学んでみませんか？あなたの仕事と家庭の両立の
不安にもお応えします！

働きたいママのための
面接対策セミナー&相談会

2/12
金

11  30
10  00

第1部

第2部

2/17
~3/17

水

水

企業と
出会える

14  30
13  00

16  10
14  40

2/25木

モノづくり企業で親方を探せ！
プロジェクト

会  場会  場

会  場会  場

第1部

第2部

12  00
10  00

15  00
13  00

2/8 月

第1部

第2部

企業と
出会える

企業と
出会える

印象アップにつながるコーディネートのひと工夫、表情や
立ち振る舞いからマインドまで、GUアドバイザー「おしゃ
リスタ」が様々なシーンで使える印象アップのコツを直伝
します！家庭や子育てと両立してファッション業界で働くマ
マのホントのところも知れるセミナーです。

講師：株式会社ジーユー公認スタッフインフルエンサー
　　 酒見亮子氏

正社員やパートなど多様な雇用形態の求人がある企業
と、働きたい女性との小規模交流会です。企業の担当者と
話すことで、思わぬ適性や職種の魅力に気づき"自分らしく
働く"ヒントを見つけましょう♪選考ではない
ので私服で気軽に参加できます！

日々家庭や仕事に追われて、落ち着く余裕がない方へ。
一度ゆっくり落ち着いて、優先順位や時間の使い方を整理
し、自分の暮らしを見直してみませんか？両立のヒントを
見つけましょう！今回は1週間の限定配信！ご都合の良い
お時間にご覧ください。

講師：ライフオーガナイザー 門野内絵理子氏

Web

ハローワークコーナーでできること

講師：（株）Esprit 森美智代氏

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

ときに優しく、ときに厳しく、アナタにまっすぐ真剣に向き
合ってくれる親方肌の企業さんとの交流会です。 交流会で
気に入った企業があれば、面接だけでは分からない仕事
内容や職場の雰囲気が体験できます！こんな
世の中だからこそ、安定した経営基盤を持った企
業でアナタにあった親方を探してみませんか？

様々な最新技術が導入され、進化を続ける物流業界。
adidasや大手スーパー、コーヒーチェーン店等の3PL
サービスで企業間物流を担う日立物流グループ。セミ
ナー当日は物流業界のことや当社のリアル
な求人情報を説明させていただきます。

55歳以上のシニアの皆さまを積極的に採用したい企業を
お招きし、合同企業説明会を開催します。参加企業情報
は、1か月前をめどにOSAKAしごとフィールドのホーム
ページに掲載いたします。
[同時開催]就労等に関する相談を開催します。
(相談会の問い合わせ：06-6364-2510)

Web
すべての方すべての方すべての方すべての方

すべての方

55歳以上の方

55歳以上の方

55歳以上の方

35歳以上の方
35歳以上の方

39歳以下の方

39歳以下の方

39歳以下の方

49歳以下の方

34歳以下の方

女性・ママ 女性・ママ

女性・ママ

2/15
月

11  30
10  00

怒りで 後 悔し ない！
アン ガーマネジメントセミナ ー

女性・ママ

2/24
水

12  00
10  30

GUのおしゃれアドバイザー「おしゃリスタ」が
伝える第一印象アップセミナー

女 性 のため の 企 業 交 流 会
「 ミーツ&トー ク 」

～物流業界と日立物流グループ～
安定した経営基盤で
社会や暮らしを支えるおしごと

ゆとり時 間 を見つけよう！
時 間と暮らしの 整 理 術

女性・ママ

女性・ママ

わたしと
向き合う

90分

※

2/8
~2/14

月

日


