研修参加者の声

受講無料

Webでの面接やワークが入っていて、時代の流れに
あった講習で良かった。

京都府委託公共職業訓練

京都・新卒就職応援セミナー

PCの使用方法からES、面接対策、マインドケアなど、
１つの訓練で多くのことを学べたのでとても有意義だった。

「仕事」といっても何をしているのかがぼんやりとしていたが、
インターンシップ体験で仕事の解像度が上がりました。
ここで学んだことを活かして就職し、社会に貢献します！
インターンシップでの体験はとても貴重でした。
社員の方がとても丁寧に教えて下さり、
自分にも可能性があると思えるようになり、
心から行ってよかったと思いました。

グ

ン
面接トレーニ

就活スキルに加えてマナーも
ビジネスPCも、この講座ひとつでOK

京都・新卒就職応援セミナー受講の流れ

step1

ハローワークへ
申込み

● 京都府外の方はお住まいの地域を管轄するハローワークでお申込み。

6月開講コース

step2

約2週間の研修＋
2日間のインターンシップで
就活の不安を一挙に解消！

● 京都府在住の方は京都ジョブパークハローワークコーナーでお申込み。

応募締切

受講決定手続

6月開講コース

自己理解
自己PRの作成

2021年5月21日（金）

2021年5月25日（火）～5月28日（金）

受講が決定した方には「職業訓練受講推薦通知書」が送られてきます。

step3

受講開始！

6月開講コース

2021年6月1日（火）

ール
感情コントロ
セルフケア

お問い合わせ
京都ジョブパーク総合受付

☎ 075-682-8915

京都市南区東九条下殿田町 70 京都テルサ西館 3 階
9：00～17：00

we

Word、Excel、Po

対象 大学・短大・大学院等の卒業年次の学生及び既卒3年以内の方
● 新型コロナの影響で就活が遅れていると感じている方

研修会場

阪急京都線

例えば・・・

四条通

下京警察署

地下鉄烏丸線

（事務所 10F）

東洞院通

6 出口

第八長谷ビル

一歩踏み出せない方
● 初めてのWEB説明会やWEB面接に戸惑い、
早期に辞めてしまった方 など
● 新卒で何となく就職が決まり、

烏丸通

仏光寺通

四条駅

市バス
烏丸松原バス停より徒歩 3 分
四条烏丸バス停より徒歩 5 分
※駐輪場はございません

綾小路通

室町通

京都市下京区大政所町 680-1 第八長谷ビル（事務所 10F）
Tel:075-708-7886

烏丸駅

新町通

アイシーエル研修室
地下鉄 四条駅
市営地下鉄 6 番出口より徒歩 1 分

土曜

月曜〜金曜 9：00～19：00

講座
パソコン技rP能
oint

いまひとつ就活が上手く行かない方の再スタートを、京都府がサポートいたします！

実施時期 6月開講コース 2021年6月1日(火)～7月5日(月)
時間

来所型講習 13：00～17：00 / WEB講習 13：00～16：30

京都・新卒就職応援セミナーとは？

6月開講コースカリキュラム
回数

職業や企業研究の仕方をワークで学ぶ 就活マインド講座 と就活や就業で役立つ コミュニケー
ション講座 、いろいろなビジネスシーンで活用できるパソコン技能講座 ビジネスPC を総合的
に学習・習得できるセミナーです。
レクチャーとワークを積み重ね「苦手」が「できる」に変化する成功体験が就活の自信につながり
ます。セミナー期間中も個々の特性に合わせて就職相談やイベント情報の案内などしっかり就職
活動をサポートし早期内定獲得を目指します。

就活マインド講座

職業や企業研究の仕方をワークで学び就活に備えます

どんな仕事が向いているのか

●

職業・企業研究

どういった内容が自己PRになるのか

●

自己理解/自己PRの作成

面接に苦手意識がある

●

面接トレーニング・想定問答対策

応募書類に不備はないか

●

履歴書・ES等の知識と作成

就活の不安を解消する研修で、希望する企業へすぐに応募できるよう就活準備を備えます

コミュニケーション講座

日程

1 6/1(火)

種類

時間

来所型講習 13：00～17：00

講習形式

コミュニケーション

来所

WEB講習 13：00～16：30

内容

話す・聴くの基本、態度

感情コントロール、セルフケア

2 6/2(水)

ビジネスPC

来所

【Word】社内・社外ビジネス文書のルールとマナー

3 6/4(金)

ビジネスPC

来所

【Excel】数式・関数を活用した表の作成

4 6/7(月)

ビジネスPC

来所

【Excel】データ分析の基本・グラフ作成
職業・企業研究、キャリアプラン、
PC・スマホを使ってWeb環境に慣れよう

5 6/8(火)

コミュニケーション

来所

6 6/11(金)

就活マインド

WEB

7 6/15(火)

コミュニケーション

来所

メイク、就活スーツ着こなしのコツ、ネクタイの選び方等

8 6/16(水)

就活マインド

来所

応募書類作成（履歴書、ES等の知識と作成）

9 6/18(金)

コミュニケーション

WEB

発声と表情＜基礎トレーニング＞、
WEB説明会・WEB面接の注意点

仕事に活かす柔軟な考え方、Web面接対策

10 6/21(月)

ビジネスPC

来所

【PowerPoint】
プレゼンの企画、
目的に合ったプレゼン資料の作成

11 6/22(火)

ビジネスPC

来所

【PowerPoint】メッセージが伝わる発表スキル

セミナー内で習ったことをすぐにワークで実践してスキル向上をめざします

ビジネスマナーを知っておきたい
動作や言葉づかいが間違って
いないか
入社してからの人間関係が不安だ

●

話す・聴くの基本、態度

●

身だしなみ、ワンポイントメイク

●

言葉づかいチェック

●

訪問、電話対応等

●

感情コントロール、セルフケア

12 6/25(金)

コミュニケーション WEB

13 6/28（月）～7/2（金）
14 7/5(月)

就活マインド

電話トレーニング、Webでのコミュニケーション
企業での実習（インターンシップ） 5時間×2日

来所

グループ・個別面接トレーニング

コミュニケーションの基礎を学び、印象アップのポイントを確認します

来所型講習に加え、WEBでの講習も実施！

ビジネスPC講座

ビジネスに活用できるWord、Excel、PowerPointのパソコン技能を実施します

オンラインビデオ会議アプリ「Zoom」を活用し、
PC・タブレット（スマホも可）で参加できるWEB型の講習を実施します。

パソコンの操作が不安だ
ビジネスでよく使うWord、Excel、
PowerPointの機能を学習したい
短期でパソコンのコツを学びたい

●

ビジネス文書作成

●

プレゼン資料作成

●

ビジネスDTP

●

集計表、データ分析、
グラフ作成

オンラインでの就職活動のポイントを抑えましょう。
●

「事務職」
「営業職」
「販売職」等でよく使用するパソコン操作を中心に学習します

企業実習（インターンシップ）

実際の企業で就業体験を行い、希望する業界、業種への理解を深めます
●

実習日時は企業の営業時間や受講生の都合で調整します

業界・企業・職種理解を深めたい！

●

研修中にキャリアカウンセリングを行い企業を決定します

社会人としてどのようなスキルが
求められるのか知りたい

●

過去の実習先業種… サービス業・製造業・観光業・
IT業・小売・卸売業・福祉業など

就職先候補を探す手がかりにしたい

●

過去の実習内容…

PCでの資料作成・展示会手伝い・
食品の製造、検品・接客など

WEB説明会・WEB面接の注意点

●

WEBでのコミュニケーション

スマホは毎日使っているけれど、
パソコンが全然使えないので
Web環境に慣れたい
同世代が集まって、
コミュニケーションや
パソコンなど学べるので
モチベーションが上がる

学校やバイトなどと両立
しながら研修を受けられる。
時間が有効活用できる！

Web面接やWeb合説参加の
対策をしたい

入社してすぐに辞めてしまって
一歩が踏み出せない。
就活を一から学び、自信を付けたい

