
参加費無料

令和4年2月 求職者向け

セミナースケジュール
こうとう若者・女性しごとセンターは、区内中小企業の
採用のお手伝い、求職者への職業紹介を行っています。
また、就職や採用のためのセミナーを数多く開催しています。　　　　

令和4年1月17日(月) 9︓30～受付開始

職場で求められる
PCスキル講座
－実務Excel編－

どなたでも

職場で求められる
PCスキル講座
－実務Word編－

どなたでも

4日
(金)

3日
(木)

10:30～12:30
14:30～16:30

職場で求められる
PCスキル講座

－実務PowerPoint編－

どなたでも

4日
(金) 14:30～16:3010:30～12:30

採用のプロが伝授︕
企業研究のコツと
求人票の見方講座

どなたでも

7日
(月) 10:30～12:30

ブランクや
 キャリアチェンジも

怖くない
～女性のための再就職準備講座～

9日
(水) 10:30～12:30

プロに学ぶ　
職場で好印象を与える
メイクレッスン

10日
(木) 10:30～12:00

Withコロナ時代の
マネープラン講座

14日
(月) 10:30～12:30

職場で活かせる
コミュニケーション術

16日
(水) 10:30～12:30

働く自信が湧く
一歩踏み出すための
マインドセット講座

魅力が伝わる︕
～受かる応募書類のための
ワンポイント講座～

どなたでも

22日
(火) 10:30～12:30

どなたでも

24日
(木) 10:30～12:30

印象UP︕相手に伝わる
ビジネスメール術

準備しておけば大丈夫
～面接対策講座～

どなたでも

どなたでも

25日
(金) 10:30～12:30

女性女性

オンライン
受講可

オンライン
受講可

オンライン
受講可

オンライン
受講可

オンライン
受講可

リモート
開催

どなたでも

どなたでも

28日
(月) 10:30～12:30

◇発熱や強い倦怠感、体調不良の方のご参加はご遠慮ください。
◇来館時のマスク着用・検温・手指の消毒にご協力お願いします。

申込み専用フォームへは、
右のQRコードからお進みください

【最寄駅】
JR総武線
「亀戸駅」北口・
東武亀戸線
「亀戸駅」より
徒歩2分

ご登録いただくと、セミナー受付開始日や
抽選セミナーの当選発表、その他おススメ
情報などをタイムリーにお届けします︕

あなたとキャリアの架け橋に

ジョブカメちゃん
こうとう若者・女性しごとセンター

イメージキャラクター

K O

T O



セミナー内容
どなたでも 性別・年齢不問

令和4年2月

年齢不問女性

職場で求められる
PCスキル講座
－実務Excel編－

職場で求められているWordの基本的な
実務レベルはどのくらい？自身のスキルの
確認とともに、知っていると便利な機能も
習得しましょう。
※簡単な表作成や図の挿入ができる方
対象。

会場　  9F セミナールーム

どなたでも

職場で求められる
PCスキル講座
－実務Word編－

職場で求められているExcelの基本的な実
務レベルはどのくらい？チェックを兼ねて、
知っていると便利な機能も習得しましょう。
※簡単な表作成や四則演算ができる方
対象。

会場　  9F セミナールーム

どなたでも

職場で求められる
PCスキル講座

－実務PowerPoint編－

実務で活かせるパワーポイント資料の作
り方、活用などを学びます。テキストの強
調や変更、背景・図・図形の加工、グラフ
挿入やアニメーションの操作を確認。
※Word＆Excelの基本操作（表・グラフ
の作成等）ができる方対象。

最新の労働市場から、今求められている
スキルや人材を理解しましょう。求人票の
見方と企業研究のポイント、情報を見る
際のチェックポイントもお伝えします。

会場　  9F セミナールーム 会場　  9F セミナールーム

どなたでも どなたでも

女性 女性

会場　  9F セミナールーム会場　  9F セミナールーム会場　  9F セミナールーム

会場　  9F セミナールーム 会場　  9F セミナールーム

どなたでもどなたでも

会場　      9F 第二研修室

リモート
開催

面接や職場で第一印象を良く見せるポイント
の一つに『メイク』があります。流行のメイクで
はなく、きちんとした印象を与えるためのメイ
クのコツをプロがしっかりお伝えします。
（協賛：花王㈱ソフィーナ事業部）
※花王㈱からのライブレッスン形式となり
ます。

転職や結婚､子育て､住宅購入､介護など､
それぞれの場面で必要となるお金｡新型コ
ロナウイルス流行による仕事・収入への
影響は大きく、将来への不安が高まって
います｡自分に合ったマネープランを立て
るため、お金の基礎知識を学び､今後の働
き方や家計について考えてみましょう。

相手を不快にさせないコミュニケーショ
ン方法を身につけ、職場や日々の生活に
活かしてみませんか。職場でスムーズな
人間関係を結べるように、身につけてい
ただきたい表現方法をお伝えします。

どなたでも

会場　  9F セミナールーム

どなたでも
オンライン
受講可

オンライン
受講可

オンライン
受講可

オンライン
受講可

オンライン
受講可

どなたでも

働く際の課題や仕事の経験を整理しなが
ら､自分にマッチした働き方を考えます。
採用側の視点を考えることで、就職まで
にすべきことや当面の目標をより具体的
に設定できます。

仕事を円滑に進めるために欠かせない
ビジネスメール。文書の目的と基本ル
ールを知ることで、効率的に仕事を進
められます。読み手が一読して理解で
きるビジネス文書作成の基本を学びま
しょう。

様々な企業の面接にも対応できるよう
「面接の基本」を身につけましょう。
採用担当者の質問の意図を知り、印象力
をアップすれば、自信をもって面接にの
ぞむことができるようになります。

印象UP︕相手に伝わる
ビジネスメール術

準備しておけば大丈夫
～面接対策講座～

働く自信が湧く
一歩踏み出すための
マインドセット講座

就職活動や､職場で活躍できるポジティブ
マインド転換方法を学びます｡現在の状況
を振り返るとともに､今置かれている状況
を強みにしていきませんか｡気持ちをうま
く切り替える方法を知ることで､前向きな
気持ちで就職活動に取り組むことができ
ます。

履歴書・職務経歴書は自分自身のプレゼ
ンテーションツールです。ペアワークを
通して自分の強味を発見し、アピールす
る方法をお伝えします。併せて履歴書・
職務経歴書・添え状の基本的な書き方と
重要ポイントも解説します。

魅力が伝わる︕
～受かる応募書類のための
ワンポイント講座～

会場　  9F セミナールーム

どなたでも

採用のプロが伝授︕
企業研究のコツと
求人票の見方講座

ブランクや
キャリアチェンジも

怖くない
～女性のための再就職準備講座～

プロに学ぶ
職場で好印象を与える
メイクレッスン

Withコロナ時代の
マネープラン講座

職場で活かせる
コミュニケーション術

あなたとキャリアの架け橋に

◇当センターのセミナー受講が初めての方を優先とさせていただきます。
◇月に３講座までのお申込みとなります。

◇オンラインセミナーは開催1週間前までにお申込みください。

◇PC講座・メイクレッスンは、受付〆切 1月21日(金) まで。応募多数の場合は、江東区民の優先枠(5割)を設け、抽選となります。
※抽選結果は、1月25日(火)に当センターホームページで当選者IDを発表します。ご確認の上、返信いただくことで参加確定となります。

◇すべてのセミナーのお申込みについて、センターの利用登録 が必要です。ホームページの利用登録ページまたはお電話でご登録ください。
◇各セミナーのお申込みは、1月17日(月)9:30～  ホームページの申込フォーム(表面QR記載)から または お電話で
　お申込み順でお受けします。※PC講座・メイクレッスンは抽選になります。

注意事項

登録ページ


