
新新卒卒者者就就職職応応援援キキャャンンペペーーンン
をを実実施施ししまますす！！

東京都は、新卒者をはじめとした若者の就職環境が厳しいことから、平成２４年1月から3月までを「新卒者就職応援キャ
ンペーン」期間と位置づけ、若年者の就業を支援します。

その他の取り組みは「TOKYOはたらくネット」をご覧ください。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/koyo/
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＜キャンペーンの主な取り組み＞

新卒特別応援窓口 新卒者等の早期就職をマンツーマンでサポートします。

【対 象】高校、大学等を平成２４年3月卒業予定の学生及び卒業後3年以内の既卒者で、就職活動を継続中の方
【開設期間】平成２４年1月１０日（火）～6月末日
【開設場所】東京しごとセンター3階ヤングコーナー（千代田区飯田橋3―１０―3）、東京しごとセンター多摩（国分寺市南町3―２２―１０）

※初回は利用登録が必要となります。
【利用時間】平日：午前9時～午後8時、土曜：午前9時～午後5時、日曜祝日：休業
【サービス内容】就職支援アドバイザーが、個別カウンセリングを通じて今後

の活動についてアドバイスを行い、一緒に就職を目指します。
キャリアカウンセリング（職業適性、面接対策等）、各種セミ

ナー、新卒向け求人情報の提供 等
※東京新卒応援ハローワーク（学生職業総合支援センター）の
求人情報（１２月1日現在２６，３７３件）が利用できます。

平成２３年度 第3回 新規大卒者等合同就職面接会 入退場自由 予約不要 参加費無料

東京労働局とともに、未内定の新規大卒者等を対象に、２００社が参加する合同就職面接会を実施します。
【日 時】平成２４年2月１４日（火）

１３時３０分～１６時３０分（受付時間１３時～１５時３０分）
【場 所】東京ビッグサイト西2ホール（江東区有明3―１１―1）
【対 象】平成２４年3月大学院・大学・短大・高専・専修学校等卒業予定者

及び既卒者（概ね２０歳代までの同学歴卒業者）
【参加企業】２００社（予定）
※履歴書、自己PR書又は職務経歴書を複数枚持参のこと

新卒向け合同企業説明会
参加企業が事業内容を説明、意見交換もできます。

【日 時】平成２４年1月２６日（木）１３時～１６時３０分（受付時間１２時３０分～１６時）
【場 所】東京しごとセンター地下講堂（千代田区飯田橋3―１０―3）
【対 象】平成２４年3月卒業予定及び既卒3年以内の方
【定 員】１００名（予約制）
【参加企業】２０社（予定）

【問い合わせ先】
産業労働局雇用就業部就業推進課 �０３―５３２０―４７２０
東京新卒応援ハローワーク（学生職業総合支援センター）

�０３―３５８９―８６０９

＜合説直前＞就活総合セミナー
◆日時 1月２５日（水）１０時～１７時
◆場所 東京しごとセンター3階

セミナー教室
◆定員 ４０名（予約制）

【問い合わせ先】
（公財）東京しごと財団しごとセンター課 �０３―５２１１―２８５１

同 しごとセンター多摩 �０４２―３２９―４５１０

【申込み・問い合わせ先】（公財）東京しごと財団しごとセンター課 �０３―５２１１―６３５１

今年度
も

詳しくは下記ホームページをご覧ください。



東京都及び東京労働局では、１１月２２日（火）に、新宿NSビル「イベントホール」にて、東日本大震災等により避難を余儀なくされている
方を対象とした「合同就職面接会」を開催しました。
また、福島県及び福島県内の自治体と連携し、「ふくしま出張相談会」を同会場にて同時開催しました。

避難者の方向けの合同就職面接会は、5月に区部と多摩地域で実
施しており、今回は3回目の開催となります。
面接会当日は、卸・小売業、サービス業、製造業、医療・福祉業、建
築・土木業、飲食業など様々な業種から避難者の雇用に理解のある
企業計２４社が参加しました。求人件数は５７件で、そのうち３７件は寮
付き求人などの住居支援が付いていました。また、求人数は１７７人
で、営業職のほか、事務職・販売職・福祉職・運転職・警備等の募集が
あり、雇用形態については、様々なニーズに応えられるよう、正規雇
用だけでなく、非正規雇用での求人情報も提供されました。
なお、来場された方は、４３人（岩手：4人、宮城：8人、福島：２９人、そ
の他：2人）で、面接件数は４９件でした。
避難者の方の中には、都内企業への就職を希望する方のほか、元
の居住地で働きたい方もいることから、今回は新たに被災３県（岩
手、宮城、福島）の求人情報を提供しました。

また、同時開催した「ふくしま出張相談会」では、福島県・いわき市・南相馬市・浪江町・富岡
町の各自治体のスタッフが、現地の復興状況や現地の行政支援について、避難者の方からの
相談に個別に応じていました。
そのほか、各種相談コーナーでは、仕事探し・職業訓練・雇用保険、労働問題、年金、福祉な

ど、都内での避難生活を送る上での悩みや問題に担当者が個別に相談に応じました。

１１月２５日（金）に、昭島市にある多摩職業能力開発センターで、若年者を対象とした合同就職面接会が開催されました。
この面接会は、若年者の雇用情勢が依然として厳しいことから、若年者及び都立職業能力開発センター生
徒の正規雇用での就職を支援するため、東京都と東京労働局が地元自治体や産業団体と連携し、実施した
ものです。
当日参加した企業は４０社で、業種は電気系や機械系
が多く、求人件数は６４件でした。なお、求人数は１５６人で、
主に電気工事、機械加工、機械設計などの技術職のほ

か、営業職や販売職などの職種からの募集もありました。
来場した求職者は、都立職業能力開発センター生徒７３人を含む計１５９人で、面接
件数は１９８件でした。面接会が開始されると、早速面接を受けに企業ブースに向かう
方もいれば、求人一覧表に目を通し、持参した履歴書を入念に確認する方もいました。
各企業のブースでは、求職者の皆さんが緊張した面持ちで面接を受けていました。
また、面接会の直前対策として、東京しごとセンター多摩による「面接対策セミナー」
が同会場にて実施されました。面接マナーや自分の魅せ方など、このあとの面接会に
直接活用できるポイントを学べるとあって、参加者は真剣な表情で受講していました。

「東日本大震災等の避難者対象合同就職面接会
＆ふくしま出張相談会」を実施しました

「合同就職面接会IN都立多摩職業能力開発センター」
を実施しました

取材レポ
ート

▲「生活がかかっている」と真剣に面接に
臨んでいました

▲現地の求人情報も提供しました
（福島・宮城・岩手各労働局）

▲▲ ふくしま出張相談会 ▲就職活動相談（東京しごとセンター）

取材レポ
ート
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東京都は、１１月に3つの月間事業（若者しごと応援月間、パート・派遣・契約社員等の労働月間、職業能力開発促進月間）を行い、１１月2日に
実施した新規大卒者等合同就職面接会のほか、様々な催しで雇用に関する普及啓発を集中的に行いました。今回はそのうちの一部をレポー
トします。

職業能力開発促進月間

◆技能祭
今年は、昨年に引き続き「育てよう 技能が築く 価値ある未
来」をメインテーマに、都内１４か所の職業能力開発センター及び
校で技能祭を開催しました。
城東職業能力開発センターでは、まず、入口から校庭に進むと、
地域の方の協力のもと、焼きそばや花き販売などの屋台が多数
出店しており、お祭りムードが漂っていました。校内に入ると、至る

ところに生徒作品が展示
してあり、中でもアパレル
パタンナー科の生徒が製
作したドレスは細かな刺
繍が細部にまで施されて
おり、その見事さに思わ
ず見惚れてしまいました。
工作教室では、懐中電灯
（電気設備管理科）、テー
ブルタップ（ビル管理科）
や紙鉄砲（建築設備設計

科）の製作などが行われ、家族連れなど多くの方々が訪れ賑わっ
ていました。
次に、城南職業能力開発センター大田校に向かいました。大田
校は、金属加工系を中心とした科目が充実しています。メカニカ
ルデザイン科によるアル
ミロボットの製作では、小
学生達が夢中になって製
作に打ち込んでいる姿が
印象的でした。また、NC
工作機械の実演では、生
徒達が日頃の訓練の成果
を見せようと熱心に教え
てくれました。生徒が、い
くつものボタンがある機
械を慣れた手つきで操作する様子を見学者達は食い入るように
見入っていました。他にも、大田校名物のミニ電車の運行など
様々な催しが行われ、来場者と一緒になって“ものづくり”の楽し
さを体験できた一日となりました。
今回は、被災地応援の取組も行われました。
中央・城北職業能力開発センターでは、「顔晴っぺ（がんばっ
ぺ）！ふくしま」と題して、福島から東京に避難されている方々によ
る福島県産のトマトやさるなしジュースなどの農産品の販売や、
地元商店会により、被災者が避難所で製作した小物等の販売が行

われました。また、売上の
一部と校内に設置した募
金箱に集まった金額は合
わせて義援金に充てられ
ました。さらに、「３．１１～忘
れてはならないこと～」と
いうパネル展示を行い、
震災当時の様子や現状を
写真や記事を通して来場

者に伝えていました。
東京障害者職業能力
開発校では、「けっぱれ
東北食堂」を開店し、東
北産の食材を使用した
カレーや牛丼等を販売
しました。特に、義援金
付きで販売した、福島
銘菓等が付いたコー
ヒーセットは、完売にな
るほど好評でした。また、校内に設置した募金箱でも義援金を集
めました。さらに、日本聴覚障害ソーシャルワーカー協会副会長の
矢野耕二氏による講演会を開催し、自らも聴覚障害者でありなが
ら被災地支援にあたった経験から、「被災地に手話ができる人が
少ない。長期的な生活支援が必要」「地域の中で自分たちに何が
できるのか考えてほしい」との訴えがありました。
◆東京都優秀技能者（東京マイスター）等表彰式
１１月１７日（木）、東京都庁にて、今年度の「東京マイスター」の
方々と「中小企業ものづくり人材育成大賞」の企業などに、東京都
知事賞等が贈呈されました。
東京マイスターとは、極めて優れた技能を持ち、他の技能者の
模範と認められた方々で、４０名の方が受賞されました。また、中小
企業ものづくり人材育成大賞とは、技能者の育成と技能継承に取
り組んでいる中小企業等で、特に成果をあげた企業に贈られるも
ので、大賞に品川区の株式会社三ツ矢が選ばれました。

このほか、優良認定
職業訓練実施団体、認
定職業訓練功労者、技
能検定功労者、技能グ
ランプリ優秀成績者、
東京ものづくり若匠認
定者（東京プレマイス
ター）の方々に感謝状
等が贈呈されました。

パート・派遣・契約社員等の労働月間

◆電話総合相談
１１月9日（水）・１０日（木）に、パートや派遣などで働く方々を対
象にして、労働相談情報センターの相談担当職員や弁護士が職
場の疑問や悩みについての電話相談に応じました。
契約形態では、「パート・派遣・契約社員」の方々からの相談が全
体の約3割、男女別では男性からの相談が約6割を占め、その中
でも、退職、職場の嫌がらせ、賃金不払の相談が多く寄せられました。
◆セミナー＆相談会
労働相談情報センターと各事務所では、月間期間中に都内の
様々な会場で、非正規労働に関するセミナー＆相談会を実施しま
した。
セミナー修了後には相談会を設け、当日のセミナー講師と労働
相談情報センターの職員が、解雇や有給休暇等非正規労働者に
関する問題全般について相談をお受けしました。

取材レポ
ート

▲講演会「震災時における障害者の避難支
援～東日本大震災の事例から～」の様子

▲アパレルパタンナー科による生徒作品
（ドレス）展示

▲佐藤副知事から知事賞が贈呈されました
▲NC工作機械の実演の様子

▲被災地応援コーナーの農産物販売
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都立職業能力開発センター・校と認定職業訓練校の訓練成果が見られます。
◆日時
平成２４年１月１１日（水）・１２日（木）
１０時～１９時（１２日は１６時まで）
◆会場
JR新宿駅西口広場イベントコーナー
※入場料無料

「経済や金融のことは良くわからないし、誰に聞いたらいいのかもわからない・・・でも将来はとても不安！」という方におすすめします。理論
と実践のポイントを学ぶ1日セミナーです。 ※第2回（平成２３年9月8日実施）と同じ内容です。

◆申込方法 �下記ホームページの申込フォーム または �申込書（下記問い合わせ先に請求）を下記問い合わせ先あてFAXで送信。
◆詳細はホームページをご覧ください。 http://www.tokyo―kosha.or.jp/topics/１１１１/０００４.html

【問い合わせ先】（公財）東京都中小企業振興公社 企業人材支援課 �０３―３２５１―９３６４ FAX０３―３２５１―９３７２

自分自身や一緒に働く同僚・部下をストレスから守るためには、メンタルヘルスに対する知識を身につけることが欠かせません。本講座で
は、ストレスへの対処法や実際に休職者が出てしまったときの対応法など、実践的で役立つ知識を学べます。

【申込み・問い合わせ先】（公財）東京都中小企業振興公社 �０３―３２５１―９３６１
ホームページからでもお申込みできます。http://www.tokyo―kosha.or.jp/topics/seminar.html

東京都では、３４歳以下の方を対象に、ものづくり体験や企業見学等を通じ、ものづくり職種への理解を深めるとともに、職業選択の参
考としていただくため、都立職業能力開発センターにて「ものづくり体験塾」を実施します。

■時間はおおむね9時～１７時です。 ■この他、関連業種の企業見学等も行います。 ■全日程とおしてご参加ください。
■定員は１０名、応募者多数の場合は抽選となります。 ■申込み及び問い合わせについては、上記のセンターへ。
詳細はHP（http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/taikenjuku/）をご覧ください。

【事業全般に関する問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課 �０３―５３２０―４７１９

【問い合わせ先】
東京都職業能力開発協会
�０３―５２１１―２３５２～４
http://www.tokyo―nokaikyo.or.jp/

３４歳以下の方対象「ももののづづくくりり体験塾」1月実施分参加者募集

実施日 体験内容 場所 申込み・問い合わせ先

平成２４年1月３０日（月）
～2月1日（水）

印刷機械操作による、カレンダー
製作

中央・城北職業能力開発センター
（文京区後楽1―9―5）

申込締切日：平成２４年1月１２日（木）
中央・城北職業能力開発センター �０３―５８００―２６１１

「職業訓練校生徒作品展’１２」の開催

第5回 ライフプランセミナー「低成長時代の資産形成」

対 象 内 容 講 師 日 時 場 所 受講料 定 員

都内在住・
在勤の勤労
者及び家族
の方

＜午前＞
現状・未来の把握とお金のムダに気づくこと～生活もお金も、ムダを捨
てシンプルに。講師の豊富な相談事例から学びます。
＜午後＞
ゼロから１００をつくる！～資産をつくり・増やす方法やイザというときのた
めの備えなど、ポイントを押さえて解説します。

竹谷 希美子氏
（ファイナンシャル・
プランナーCFP�

認定者）

平成２４年
1月１９日（木）
１０時～１６時

（公財）東京都
中小企業振興
公社多摩支社
（昭島市東町３
―6―1）

１，５００円 先着３５名

メンタルヘルス推進リーダー養成講座

日 時 内 容 場 所 受講料 定 員

平成２４年1月１７日（火）、
１８日（水）１０時～１７時
（2日間コース）

・メンタルヘルス、過重労働をめぐる社会情勢、知っておきたい法制度、判例
・精神疾患（うつ病等）に対する知識
・メンタルヘルスマネジメント（予防と実際に休職者が出たときの対応）
・企業の取組紹介・パネルディスカッション
・事例研究（グループ討議）

産業貿易センター
浜松町館
（JR「浜松町駅」
徒歩5分）

無料 ４０名

技 １月１１日（水）・１２日（木）見る・つくる・買う

▲職業訓練生の作品（平成２３年1月開催
「人づくり・ものづくりフェア」）

参加費無
料
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在職者
向け

◆募集科目
� 普通課程（昼間）
【高卒程度】金型加工、建築設備など１３科目（1年）
【高卒程度おおむね３０歳以下】
メカトロニクス、自動車整備工学など4科目（2年）
電気工事、自動車塗装など１３科目（1年）
【おおむね３０歳以下】機械加工（2年）
� 短期課程（昼間）
【一 般】配管、溶接、プラスチック加工、介護サービス

など３１科目（6か月）
【２５歳未満】若年者就業支援（3コース・1年）
【３５歳以上】パソコン実践（3か月）
� 高年齢者（おおむね５０歳以上の方）
【昼間】
ビル管理、ホテル・レストランサービスなど１０科目（6か月）
マンション維持管理、施設警備、パソコン実践（3か月）
ビジネスリフレッシュ（2か月）
【夜間】ハウスサービス（6か月）

ビル設備管理（3か月）

◆授業料・入校選考料等
上記�：授業料年額１１５，２００円（今後改定される場合があり

ます）、入校選考料１，７００円
上記�、�：授業料・入校選考料ともに無料
※全科目について、教科書・作業服代等は自己負担

◆選考日
2月１３日（月）～１６日（木）
※科目により異なります。
※一部抽選の科目があります。

申込は1月6日（金）～2月3日（金）に住所を管轄するハロー
ワークまたは各職業能力開発センターへ。

科目・日程・実施校の詳細は、ホームページまたは問い合わせ
先まで。
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課
�０３―５３２０―４７１６

都内１２７企業が２２億円を遡及支払
－監督指導による賃金不払残業の是正結果（平成２２年度）－

・対象企業数 １２７件（対前年度比 ＋１１件）
・対象労働者数 ９，５２４人（ 同 －１０，１５５人）
・遡及払額 ２２億２９０万円（ 同 －８億１５７３万円）

都立職業能力開発センター
キャリアアップ講習

■職業能力開発センターのキャリアアップ講習２４年1月受付分
おもに平日夜間や休日に実施する仕事に役立つ短期講習
◆講習 第二種電気工事士（基礎実技）、

CAD製図（電気設備）中級、
PowerPointによるプレゼンテーション、
AccessVBAによるプログラミング講習等
全5コース

◆対象 現在働いている方で都内在住または在勤の方
◆費用 授業料４，３００円～６，５００円、ほかに教科書を各自購入。
◆申込 往復はがきは1月8日（日）（消印有効）までに、FAXは1

月１０日（火）までに必要事項を書き直接実施校へ。イン
ターネットは1月１０日（火）までに下記HPから申込。

講習内容・日程・実施校等の詳細は、
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/school/carr_up/
または職業能力開発センター・校まで。

【問い合わせ先】産業労働局雇用就業部能力開発課

�０３―５３２０―４７１９

労働相談情報センターのセミナー ☆セミナーの募集は、全て申込み先着順です。定員に達した場合は、申込み受付を終了いたしますので、あらかじめご了承ください。
☆TOKYOはたらくネット（http：／／www.hataraku.metro.tokyo.jp／）からも申込みができます。

日時 セミナー名 講 師 場 所 定員 申込み先・問い合わせ先

1月１６日（月）、
２３日（月）

１８時３０分～
２０時３０分

働く人が知っておきたい「労働時間」「賃金」
のルール

成蹊大学法学部准教授
原 昌登 氏

南部労政会館 １００名
労働相談情報
センター
（飯田橋）

０３―５２１１―２２０９
2月2日（木）、
8日（水）

１８時３０分～
２０時３０分

判例から学ぶ、働く人の職場ハラスメント対
策～より良い職場環境のために一人ひとり
が正しく理解し、しっかり対応～

弁護士 板倉 由実 氏 亀戸文化センター１００名

1月１９日（木）、
２５日（水）

１８時３０分～
２０時３０分

最新の判例と通達から読み解く長時間労働
と賃金未払いの５０の事例

弁護士 佐々木 亮 氏
府中
グリーンプラザ

１００名
労働相談情報セ
ンター（八王子）

０４２―６４３―０２７８

1月２４日（火）、
２６日（木）

１４時～１６時 グローバル化社会、情報社会の人事管理

（1日目）社会保険労務士
服部 英治 氏

（2日目）弁護士
浜辺 陽一郎 氏

南部労政会館 １００名
労働相談情報
センター（大崎）

０３―３４９５―４８７２

2月7日（火）、
9日（木）

１４時３０分～
１６時３０分

知っておきたい就業規則 弁護士 石井 麦生 氏 国分寺労政会館 １００名
労働相談情報セ
ンター（国分寺）

０４２―３２３―８５１１

東京労働局からのお知らせ

都立職業能力開発センター 4月入校生募集 【申込期間 1月6日（金）～2月3日（金）】
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〔求職者向け〕東京しごとセンターのセミナー・講習
＊セミナー参加にあたり、東京しごとセンター・東京しごとセンター多摩に未登録の方は、事前に東京しごとセンターの利用登録をしていただきます。
☆会場は東京しごとセンター：千代田区飯田橋３―１０―３（一部を除く）
★東京しごとセンターHPから一部のセミナーの申込みが可能です。http://www.tokyoshigoto.jp/

〔求職者向け〕東京しごとセンター多摩のセミナー
☆会場は東京しごとセンター多摩：国分寺市南町３―２２―１０ 東京都労働相談情報センター国分寺事務所内（一部を除く）
★問い合わせ・申込み先：東京しごとセンター多摩 	０４２―３２９―４５２４ http://www.tokyoshigoto.jp/tama/

東京都産業労働局雇用就業部調整課発行
〒１６３―８００１新宿区西新宿２―８―１ 電話０３（５３２０）４６４６
２０１１年（平成２３年）１２月２２日発行 第１２７２号 昭和２２年８月２５日創刊
印刷規格表１類 印刷番号（２２）６４ 印刷 株式会社成光社

TOKYOはたらくネット
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/

携帯版はこちら⇒

対象者 セミナー名 内 容 日 時 定員

３４歳
以下

就職に必要な極意
を身につけよう
「就勝ゼミ」

少人数実践型の就勝ゼミでは、就活のポイントを学びながら 社会人としての心構えを身
につけます。実力をつけて内定を勝ち取ろう！（学生可）
１４日：「面接試験対策（グループ面接対策）」
２８日：「面接試験対策（グループディスカッション対策）」 ※1日のみの参加も可能

1月１４日（土）・
２８日（土） １３時３０分～１６時 各

１５名

「実践！担当者に
選ばれる応募書類
＆面接対策講座」

採用担当者の目線で考えたコツを2日間で学びます。実践型セミナーで就活力を高めよ
う！（学生可）
1日目 応募書類作成 2日目 面接対策 ※1日のみの参加も可能

1月１８日（水）・
１９日（木） １３時３０分～１６時３０分

各
３０名

「面接対策
セミナー」

「合同就職面接会」

「面接対策セミナー」
同日午後開催の面接会直前対策セミナーです。採用担当者の視点や面接に臨む上での必
須ポイントを学び、面接で実力を発揮しましょう！ 会場：武蔵野商工会館

1月２０日（金）

１０時～１２時 ３０名

「合同就職面接会」
おおむね7社の企業が参加予定。履歴書を複数枚ご持参のうえご参加ください。
会場：武蔵野商工会館（入退場自由）

１３時３０分～１６時３０分
（受付１３時～１５時３０分）

予約
不要

「面接対策
セミナー」

「合同就職面接会」

「面接対策セミナー」
同日午後開催の面接会直前対策セミナーです。採用担当者の視点や面接に臨む上での必
須ポイントを学び、面接で実力を発揮しましょう！ 会場：八王子市学園都市センター

1月３１日（火）

１０時～１２時 ３０名

「合同就職面接会」
おおむね7社の企業が参加予定。履歴書を複数枚ご持参のうえご参加ください。
会場：八王子市学園都市センター（入退場自由）

１３時３０分～１６時３０分
（受付１３時～１５時３０分）

予約
不要

グッJOB！発見★
フェア

セミナーと、若者と企業の交流イベント
面接では聞けない業界や企業の本音を先輩社員や採用担当者から聞こう！
参加予定企業１０社

1月２４日（火） １２時～１６時 ３０名

３０歳代
正社員を目指そう
「就トレ多摩

7日間コース」

パート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用での職歴が長い３０歳代の方を対象に、正社
員で働くために必要な就職活動のノウハウや足りないスキルを身につけるための短期集中
プログラムです。（自営業、正社員在職者は受講対象外）
プログラム終了後には企業の人事担当者と直接面接できる「合同面接会」を開催します。
（面接選考あり 申込〆切 1／２３（月））

2月2日（木）
～１０日（金）
（全7日間）

１０時～１７時 １５名

３０～
５４歳

「実践！採用され
るための応募書類
・面接対策講座」

採用担当者の目線に立った応募書類の書き方、キャリアを活かした面接の受け方等、即実践
に役立つ内容を中心とした就職活動のノウハウをわかりやすく解説します。採用者の目に留
まる書類や印象に残る面接はどのようなものかを知って対策を練りましょう！

1月１１日（水） １３時～１７時 ５０名

５５歳
以上

「自分を活かす！
再就職対策講座」

高年齢者を取り巻く労働市場の現状と人材ニーズの分析、採用担当者に評価される応募書
類の書き方、自分を上手に表現できる面接の受け方等、就職活動のノウハウをわかりやすく
解説します。

1月２５日（水）１３時３０分～１６時３０分 ５０名

女性
これから働く女性
のためのセミナー
「１日でわかる再就
職のポイント」

働く女性を取り巻く環境を理解するとともに、自分らしい仕事の選び方、成果を出す就職活
動の進め方を学びます。
会場：西東京市役所 田無庁舎
託児あり（年齢等条件あり 詳細は要問合せ）

1月２０日（金）１３時３０分～１６時３０分 ５０名

対象者 セミナー名 内 容 日 時 定員 応募方法・問い合わせ先

２０１２年
3月卒業
予定及び
既卒3年
以内

模擬面接セミナー 本番を意識した緊張感のある模擬面接を実施。複数の講師が少
人数グループで行う為、個別に厳しく、しっかりアドバイスします。 1月１２日（木） １０時～１３時 ３０名

電話にて申込みを受け付け
ます。
ヤングコーナー
	０３―５２１１―２８５１

＜合同企業説明会直
前＞
就活総合セミナー

業界研究、企業の探し方から、志望動機や応募書類を作成するう
えで重要なポイント、面接実践練習までを少人数制で1日かけて
丁寧に指導します！ また、翌日に行う合同企業説明会出展企業
をピックアップし具体的な業界・企業研究を行います。

1月２５日（水） １０時～１７時 ４０名

新卒向け合同企業説
明会

新卒採用に意欲的な企業が２０社、しごとセンターに集結！ 仕事
の選択の幅を広げたり、アナタを企業に直接PRできる良い機会
です。（予約制）

1月２６日（木）
１３時～１６時３０分
（受付
１２時３０分～）

１００
名

２９歳以下 就コム！（１７期生）
少人数のクラス制で担任の就職支援アドバイザーと一緒に、短期
間で、就職活動に必要な基礎知識やグループワークを通じたコ
ミュニケーション能力などの就職スキルを身に付けていきます。

1月２３日（月）～
3月1日（木） １３時～１６時 １４名

３４歳以下

模擬面接 きつい面接にも強くなる。自分らしさを伝える力が身につく。一日
完結面接セミナーです。 1月6日（金） １１時～１７時 １５名

就活倶楽部
～総合的に就活が
わかる2日間～

就職の必須要素を２日間でマスターします。
1日目「就活スタート＆自己分析」「しごと研究＆求人検索」
2日目「人事が喜ぶ応募書類作成講座」「面接トーク＆マナー」


1月１０日（火）
・１１日（水）

�1月２３日（月）
・２４日（火）

各１０時～１７時 １８名

対人コミュニ
ケーション力講座

言語・非言語によるコミュニケーション等、対人関係の苦手意識を
克服するノウハウを学びます。 1月１３日（金） １０時～１３時 ２０名

ビジネスマナー講座 就職後も役立つビジネスマナーについて、講義やロールプレイン
グを通して学びます。 1月１３日（金） １４時～１７時 ２０名

自己理解 1日集中講座。自己分析を徹底的に行います。 1月１６日（月） １０時～１７時 ２０名

ジョブパーティー！
WEEK

就職活動セミナーと企業担当者とのコミュニケーションイベント
がセットになった２日間連続の講座。面接とは異なり、気軽な気持
ちで参加できます。

1月１７日（火）・
１８日（水）

１７日（火）
１０時～１７時

１８日（水）
9時３０分～
１６時３０分

４０名

就活スキルアップ
実践講座

職業人意識（キャリアデザイン）、コミュニケーション能力、ビジネ
スマナー等をレベルアップさせる、ロールプレイングを中心とし
た実践的なセミナーです。

1月１９日（木）・
２０日（金） １０時～１７時 ２０名

しごと研究 企業研究のための情報収集及び分析するノウハウを学びます。 1月２１日（土） １１時～１６時 ２０名

模擬面接 本番を想定した模擬面接ときめ細かいフィードバックで、実力を
つける面接セミナーです。 1月３０日（月） １４時～１７時 ３０名

３４歳以下
で入社後
概ね3年
以内の方

若手社会人ビジネス
力アップ講座
～リーダーシップ力
編～

職場に入って仕事をしていく中で必要となるリーダーシップ力に
ついての技術を実践的に学びます。社内外での様々な人と調整
を図りながらリーダーシップをとって効率よく仕事を進めることを
目指します。

1月２８日（土） １３時～１６時 ３０名

３０～５４歳

求職活動支援セミナー
～正社員採用に求め
られる人材とは～
「アルバイト・派遣の
経験からキャリアを
みつける」

非正規雇用経験という経歴に自信がない方は「自分にはキャリア
がない」と思い込んでいる傾向があります。正社員採用に求めら
れるものは何かを探り、過去の経験を通じて身に付けた能力を
キャリアとしてアピールする方法を学びます。

1月１１日（水） １３時３０分～
１５時３０分

１００
名

電話にて申込みを受け付け
ます。
ミドルコーナー
	０３―５２１１―２８０３

５５歳以上

高年齢者のための就
職支援講習
「保育補助員」

保育補助員として働く上で必要な基本的知識や注意点、保健衛生
や幼児安全法などを学びます。

2月１０日（金）～
２７日（月）

（全１１日間）
9時３０分～１７時２０名

1月１５日（日）消印有効
往復はがきに講習名・郵便
番号・住所・氏名（ふりがな）
・生年月日・年齢・電話番号
を書き、郵送してください。
東京しごと財団能力開発係
〒１０２―００７２
千代田区飯田橋3―１０―3

（問い合わせ先）能力開発係
�０３―５２１１―２３２７

高年齢者のための就
職支援講習
「ビル清掃スタッフ
（夜間）」

オフィスの床や壁面をクリーニングするための器具の取扱いと清
掃法を学びます。

2月１３日（月）～
２７日（月）

（全１１日間）
１７時３０分～
２０時３０分 ２０名
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