
11 月に入り、 秋らしい気候となりました。 朝晩は冷え込みますので、 体調に気を付けて就職活動を進めていきましょう。
さて、 今月号は、 「オンライン面接対策セミナー」 を大特集︕
オンライン面接の留意点やポイント等を知り、 いつでも本番に臨めるよう準備を整えましょう︕

ポ テ タ イ ム ス
ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！

11 月号11月号
2020 年2020 年スサ

オンライン面接対策セミナーオンライン面接対策セミナーオンライン面接対策セミナーオンライン面接対策セミナー
魅せる

10：00～ 12：0010：00～ 12：00

専門相談員による個別相談会 （要予約）

 《限定 2 名 / 各 30 分程度》 15 ： 00 ～ 16 ： 00

11/2711/27

同 時 開 催

ロールプレイで学ぶ！ロールプレイで学ぶ！

オンライン面接とは…オンライン面接とは…
自宅などから、 パソコンやスマホの
ビデオ通話を利用して行う面接形式。

現在、 オンライン面接を採用する企業が
増えており、 今後もオンライン化の傾向は
続くと言われています。
落ち着いて受けられるようにするには、
事前の準備がとても重要です！

対面での面接との
違いとは？

オンライン面接で
自分の魅力を上手く

伝えたい！オンライン面接って
どんな準備が必要？

こんな人におすすめ！こんな人におすすめ！

（9：45開場）（9：45開場）
金金

対　　象　　現在無業状態にある 49 歳までの就職希望者 定　　員　　１０名 （参加無料）

場　　所　　三田市商工会館 4 階 研修室 3 持ち物　　 筆記用具、 イヤホン

申　　込　　電話 ・ FAX ・ E メール ・ 来所にて受付 主　　催　　さんだサポステ、 三田市

《講座内容》《講座内容》
・ オンライン面接とは　　・ 従来の面接との違い

・ 事前準備の重要性　 ・ トラブル対処法

・ オンライン面接でおさえておきたいポイント

Let’ｓ try ！

オンライン面接のロールプレイ
チラシやホームページも

要チェック！

月刊月刊



11 月の予定11 月の予定11 月の予定11 月の予定
水 木 金 土月 日

受付時間 （月～金）９：３０～１７：３０

０７９-５６５-９３００TEL

〒669-1531 三田市天神1丁目5番33号 三田市商工会館1階

土曜･日曜･祝日･年末年始休所日

４９歳までの若者のための就労相談窓口

履歴書などの添削
面接対策など

気軽に相談して
くださいね！

https://career-yell.jp/sanda/

ハロー
ワーク
ハロー
ワーク

郷の音
ホール
郷の音
ホール

運営：一般社団法人 キャリアエール [厚生労働省事業]

次号もお楽しみに！

さんだ若者サポートステーション
申込・問合せはコチラへ↓（参加無料）

場　所 社福祉センター ２階会議室

三田市外でも三田市外でも三田市外でも三田市外でも 出張相談出張相談出張相談出張相談 実施中！実施中！実施中！実施中！

≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫≪加東市出張相談≫

実施日 毎月第３金曜日

場　所 サンライフ三木 １階

≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫≪三木市出張相談≫

実施日 毎月第３火曜日

場　所 篠山市民センター 研修室①

≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫≪丹波篠山市出張相談≫

実施日 毎月第４火曜日

 ※時間は、 13 ： 00 ～、 14 ： 00 ～、 15 ： 00 ～の

　　3 枠で、 1 回 50 分です
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出張キャリア相談
(キッピーモール )

20
キャリア相談

2
キャリア相談

出張キャリア相談
（加東市）

休所日
(成人の日）

休所日

面接対策セミナー（対面編）

キャリア相談 キャリア相談

※セミナーや相談の予定は、状況により変更となる場合があります。

キャリア相談

面接対策セミナー（対面編）

28
休所日

26 27
キャリア相談

パソコンスキルアップ講座

キャリア相談 キャリア相談

出張キャリア相談
（丹波篠山市）

ロールプレイで学ぶ︕
オンライン面接対策セミナー

【対  象】現在無業状態にある 49歳までの就職希望者

【会  場】猪名川町役場 第 2庁舎２階 委員会室

【定  員】10名   

【持ち物】筆記用具、USBメモリー

【申　込】電話・FAX・Eメール・来所にて受付

【主　催】さんだ若者サポートステーション、猪名川町、兵庫県、

　　　　 ひょうご・しごと情報広場

11/13（金）11/13（金）13:00 ～ 15:0013:00 ～ 15:00
応募書類作成講座応募書類作成講座応募書類作成講座応募書類作成講座

兵庫県ニート就労支援ネットワーク事業　就職意識啓発セミナー

今月のオープンサポステは今月のオープンサポステは
オープンサポステでは、
キャリア ・ インサイト （職業適性診断） が出来ます！
オープンサポステでは、
キャリア ・ インサイト （職業適性診断） が出来ます！12日と26日！12日と26日！

パソコンスキルアップ講座

29
休所日

出張キャリア相談
（フラワータウン）

オープンサポステ (午前 )

出張キャリア相談
（ウッディタウン）

出張キャリア相談
（ウッディタウン）

出張キャリア相談
（フラワータウン）

オープンサポステ (午前 )

30
キャリア相談

就職意識啓発セミナー

自立就職支援セミナー

魅せる魅せる
パソコンで簡単にできる！

【対  象】39歳までの職業的自立を目指す若者及び

　　　　 就職氷河期世代等含む 40代の無業状態にある

         就職希望者とその家族

【会  場】三田市まちづくり協働センター 多目的ホール 3

【定  員】30名 【申　込】電話・FAX・Eメール・来所にて受付

【主　催】さんだ若者サポートステーション、三田市、兵庫県、

　　　　 ひょうご・しごと情報広場

11/16（月）11/16（月）13:30 ～ 15:0013:30 ～ 15:00

自立への一歩は自立への一歩は自立への一歩は自立への一歩は
兵庫県ニート就労支援ネットワーク事業　自立就職支援セミナー

～失敗を恐れずチャレンジできたきっかけ～
ココココココココから︕から︕から︕から︕

※加東市のみ、状況により中止となる場合があります

休所日
（文化の日）

休所日
（勤労感謝の日）


