
２月に入り、 各地で 「合同就職面接会」 の開催が増えてきました。
今月号は、 自信を持って面接会に参加するためのサポステ活用術をお届けします。
２月に入り、 各地で 「合同就職面接会」 の開催が増えてきました。
今月号は、 自信を持って面接会に参加するためのサポステ活用術をお届けします。

セミナー・個別相談会ともに　　　　　　です！みなさんの参加をお待ちしています。セミナー・個別相談会ともに　　　　　　です！みなさんの参加をお待ちしています。

< 個別相談会のご案内 ><個別相談会のご案内 ><個別相談会のご案内 ><個別相談会のご案内 >

セミナー終了後、専門相談員による個別相談会を行います。 【限定 4 名 / 各 30 分　要事前予約】

個別相談会のみの参加も受け付けています。 ご希望の方は、 お気軽にお問合せください。

参加無料参加無料参加無料参加無料

ポ  ポ  スス テ  テ  タタ イ  イ  ス  ス  ササ ムム
ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！

2022 年2022 年

2月号2月号

月刊月刊

合同就職面接会合同就職面接会に向けたに向けた サポステサポステサポステサポステ 活用術活用術活用術活用術

備えあれば安心！

備えあれば安心！

複数の事業所が集まり、 各ブースで採用担当者が事業所の説明や簡単な面接などを行います。
従来の自由参加型から、 完全予約型やオンライン型など、 コロナ禍において面接の形式も変化
しているので、 事前に HP などで情報収集をしておくことが大切です。

合同就職面接会とは？合同就職面接会とは？

活用術①活用術①

個別相談で整理しよう！個別相談で整理しよう！

まずは、 現在の状況やこれまでの経歴、

今の気持ちなどを聞かせてください。

あなたの価値観や興味のあることを整理し、

今後の方向性について

一緒に考えていきましょう。

自分に向いている仕事って
何だろう？
自分に向いている仕事って
何だろう？

面接会に参加したいけど、
経験がなくて不安。
面接会に参加したいけど、
経験がなくて不安。

添削でブラッシュアップ！添削でブラッシュアップ！

志望動機や自己 PR などの内容の添削は

もちろん、 初めて応募書類を作成する方も

あなたの思いや強みが

しっかりと伝わるよう

作成をサポートします。

応募書類がなかなか通らず
内容を見直したい。
応募書類がなかなか通らず
内容を見直したい。

職務経歴書を初めて作成
します。 作成の基本的な
ポイントから相談したいです。

職務経歴書を初めて作成
します。 作成の基本的な
ポイントから相談したいです。

応募書類の応募書類の

面接対策で本番に備えよう！面接対策で本番に備えよう！

立ち居振る舞いや入退室の練習、 本番を

想定した受け答えや 「オンライン面接」 の

対策も可能です。

自信を持って本番に臨めるよう

一緒に準備を整えましょう。

面接での受け答えに
自信がなくて…。
面接での受け答えに
自信がなくて…。

いきなり本番だと緊張する！
事前に面接の練習は
できますか？

いきなり本番だと緊張する！
事前に面接の練習は
できますか？

YouTube の

紹介動画は

コチラ

GSI （Global Skills Initiative） は日本マイクロソフトの社会貢献事業です
「働くイメージをつかみたい！」「働くイメージをつかみたい！」 という人にオススメ！という人にオススメ！

会社で起こりうる「こんな時どうする！？」の場面をリアルに体感！他の参加者の

意見も取り入れながら、自分なりの解決策を考え、働く自分をイメージしてみよう！

会社で起こりうる「こんな時どうする！？」の場面をリアルに体感！他の参加者の

意見も取り入れながら、自分なりの解決策を考え、働く自分をイメージしてみよう！

三田市商工会館 4 階研修室 1場　所49 歳までの求職活動中の方対　象
※参加には、サポステの利用登録が必要です。

スマートフォン、筆記用具、イヤホン（あれば）持ち物 2 月 15 日（火）17：00締　切

8 名定　員

職場体験職場体験VRVR ぷち
～ビジネス

　　オフィス編～

～ビジネス

　　オフィス編～

《第 1 部》《第 1 部》 《第 2 部》《第 2 部》

2 月 17 日2 月 17 日 木

13：30 ～ 15：0013：30 ～ 15：00

2 月 18 日2 月 18 日

10：30 ～ 12：0010：30 ～ 12：00

金

合同就職面接会 information合同就職面接会 information

合同就職面接会 in 川西合同就職面接会 in 川西

2/22（火）13:30 ～ 16:002/22（火）13:30 ～ 16:00日　時

対　象 概ね 39 歳までの求職者
令和 4 年 3 月卒業予定者（大学・短大等）
既卒 3 年以内の方

概ね 39 歳までの求職者
令和 4 年 3 月卒業予定者（大学・短大等）
既卒 3 年以内の方

会　場 アステホール（アステ川西 6 階）アステホール（アステ川西 6 階）

※いずれも、完全予約制で実施のため、面接会 HP やチラシをご確認の上、要事前予約。　　　　※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更となる場合があります。※いずれも、完全予約制で実施のため、面接会 HP やチラシをご確認の上、要事前予約。　　　　※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、変更となる場合があります。

神戸市北神地域合同就職面接会神戸市北神地域合同就職面接会

2/25（金）13:30 ～ 16:002/25（金）13:30 ～ 16:00日　時

会　場 神戸市北神区役所 5 階 健診室神戸市北神区役所 5 階 健診室

三田地域合同就職面接会三田地域合同就職面接会

3/4（金）13:30 ～ 16:003/4（金）13:30 ～ 16:00日　時

会　場 三田市商工会館  5 階 多目的ホール三田市商工会館  5 階 多目的ホール

さんだサポステ相談会さんだサポステ相談会同時会催
お気軽に相談ブースへお立ち寄りください（予約不要）お気軽に相談ブースへお立ち寄りください（予約不要）

サポステ活用術②サポステ活用術②サポステ活用術①サポステ活用術① サポステ活用術③サポステ活用術③
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出張キャリア相談
（ウッディタウン）

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

働きたい15～49歳までの無業の方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

火

※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。

※新型コロナウイルス感染状況により変更となる場合があります。あらかじめ事前にサポステまでお問い合わせください。
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キャリア相談 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）

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）

オープンサポステ（午前）

28
キャリア相談

出張キャリア相談
（加東市）

VRぷち職場体験

２月の予定２月の予定２月の予定２月の予定

出張キャリア相談
（丹波篠山市）

キャリア相談

オンラインサポステ説明会
パソコンスキルアップ講座

キャリア相談

パソコンスキルアップ講座

パソコンスキルアップ講座

パソコンスキルアップ講座

休所日
（建国記念の日）

休所日
（天皇誕生日）

オンラインサポステ説明会

VRぷち職場体験

さんだサポステさんだサポステさんだサポステさんだサポステ ×××× オンラインオンラインオンラインオンライン
オンラインから始めよう！オンラインから始めよう！ 活用術活用術活用術活用術

「サポステって何ができるの？」

「どんなところ？」

「利用方法や利用条件は？」

等スタッフがわかりやすくお伝えします。

～初めての人はココから！月 2 回開催中～～初めての人はココから！月 2 回開催中～

今月は今月は

QR コードを読み込むか、さんだサポステ HP 内の上記
アイコンをクリックして専用ページよりお申込み下さい。

（30 分程度）（30 分程度）

Zoom によるオンライン相談を実施しています。

「サポステに相談に行きたいけど、遠くて…」

「自宅からの方が落ち着いて相談できる」という方

にも、より利用してもらいやすくなりました。

～自宅からサポステに相談できる！～～自宅からサポステに相談できる！～

さんだサポステ HP 内の上記アイコンをクリックして
専用ページよりお申込み下さい。
Zoom の使い方などのマニュアルを送付します。

《初めての方》《初めての方》《利用したことがある方》《利用したことがある方》

～自宅でパソコン基礎が学べる～～自宅でパソコン基礎が学べる～
時間や場所を問わず、空き時間を活用しな

がら、動画視聴による学習を行います。

わからない箇所を繰り返し視聴できるので、

理解が深まります。

さんだサポステ HP 内の上記アイコンをクリック
して専用ページよりお申込み下さい。
電話か来所でのお申込みも受付しています。

《オンラインサポステ説明会》《オンラインサポステ説明会》 《オンライン相談 ・ 初回相談》《オンライン相談 ・ 初回相談》 　《ｅラーニング パソコン
　　　　　スキルアップ講座》
　《ｅラーニング パソコン
　　　　　スキルアップ講座》

今月のオープンサポステは、今月のオープンサポステは、10日（木）と 24日（木）︕10日（木）と 24日（木）︕

2/4( 金 )、 25( 金 ) １０ ： ３０～2/4( 金 )、 25( 金 ) １０ ： ３０～


