
月 火 水 木 金 土
3 4 5 6 7 1・8

10：00-12：00 10：00-12：00 14：00-15：00

16：30-17：50 16：30-17：50

10 11 12 13 14 15
10：00-12：00 10：00-12：00 14：00-15：20

14：00-15：00 14：00-15：00

17 18 19 20 21 22
10：00-12：00 10：00-12：00 14：00-15：00

16：30-17：50 14：00-15：20 16：30-17：50

24 25 26 27 28 29
16：30-17：30 10：00-12：00 14：00-15：00 10：00-12：00

16：30-17：50 16：30-17：50 16：30-17：50

31

企業研究
～志望動機の書き方～

企業研究
～志望動機の書き方～

PCサロン
14：00-15：00

９枚のチョコを
４人で分ける方法

①自己理解

知って役立つ労働法
14：00-15：00

就活！美文字ゼミ

③履歴書・ES ④個人面接対策

就活ガイダンス

PCサロン

PCサロンPCサロン

②仕事理解 ③職務経歴書 ④個人面接対策

PCサロンPCサロン
14：00-15：20

③職務経歴書
①自己理解

①自己理解
ストレスとの付き合い方

14：00-15：20

①自己理解

就職応援セミナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年　7月　　　　　☆詳しくは裏面をご覧ください

16：30-17：50

④個人面接対策

14：00-15：20

②仕事理解

16：30-17：30

知らなきゃ損する!!
インターンシップ対策

カラー講座～就活編～

PCサロン PCサロン

③履歴書・ES

※45歳未満の求職者、在職者、学生の方（一部学生や社会人限定）対象です。 

※予約制 定員になり次第締め切りです。 

※キャンセルは前日17時までにご連絡ください。 ご予約はこちら 

ホーム 

ページ→ 

←ＬＩＮＥ 

佐賀市白山2丁目2-7 KITAJIMAビル2階  

月～金 9:30～18:00、  土 10：00～17:00 

（日・祝・年末年始休み） 

自分でスケジュールを立てよう♪ 
 

就活に必要なセミナーをまず受けましょう!! 

受講日を忘れないようにメモしてね(^^)v 

セミナー名 日程 セミナー名 日程 セミナー名 日程 セミナー名 日程

①
自己
理解

/
②

仕事
理解

/
③

応募
書類

/
④

面接
対策

/

PC自習 

10：00 

PC自習 

14：00 

PC自習 

10：00 

PC自習 

14：00 

館内作業のため 

臨  閉

所 

PC自習 

10：00 

PC自習 

14：00 

PC自習 

10：00 

PC自習 

14：00 

海 
の 
日 

企業研究 
～志望動機の書き方～ 

企業研究は自己理解と同じ就職活動の土台となる大事

なポイントです。 

業界地図を使った企業を知る方法、上手な企業研究の

行い方、志望動機の書き方までレクチャーします。 

学生・社会人どなたでも可 

２人以上で 

       オーダーメイド 

受けたいセミナーがあるけど、時間が合わな

い・・・。そんな方に嬉しいお知らせ♪２人

以上の参加でご希望の時間にセミナーを受け

ることができます！※時間は講師と要相談 



セミナー名

        　　応募書類のための

   　 ① 自 己 理 解

      　　 応募書類のための

    　② 仕 事 理 解

企業研究
～志望動機の書き方～

知らなきゃ損する!!
インターンシップ対策

就活ガイダンス

　　　　③ 履 歴 書 ・ E S

　　　　③ 職 務 経 歴 書

 ④ 個人面接対策

カラー講座
～就活編～

PCサロン
（Word/Excel基礎）

毎週 火 ・ 木

PC自習
毎週 土曜日

就活！美文字ゼミ

ストレスとの付き合い方

9枚のﾁｮｺを4人でわける方法
～課題解決力アップ講座

知って役立つ労働法

各セミナーはユメタネのセミナースペースで開催します。セミナー内容、時間等は変更になる場合がございます。ご了承ください。

しごとステップ
（就活応用）

しごとジャンプ
（人間力アップ）

「気持ちの問題」「気の持ちよう」と片付けないで！
心と体のメカニズムを知ることで、
ストレスとの上手な付き合い方を身につけましょう。

「労働法」は、労働者の皆さんが生きがい・やりがいをもって働くことができるよう、働く人を守るための法
律です。働き始める前に、働くルールである労働法を知っておくことは大切です。このセミナーでは、最
低限知っておいてほしいルールや困った時の相談窓口について説明します。

考え方にも技術あり。課題解決のワークを通して、考え方のテクニックを学びます。
仕事にも私生活にも、そして就活にも活かせます♪

意外と書けない「履歴書」や就活生を悩ませる　「 エントリーシート（ES） 」　。
記入のポイント、文章作成のテクニックを学び、あなたの魅力をしっかりと伝えましょう！

就職活動の最初の難関は応募書類です。
記入の仕方から選考突破のための文章作成テクニックまでをお教えします。
また記入済みの応募書類があれば、個別のアドバイスも行います。

就職活動で最も重要な面接について、基本を理解しましょう。
面接官を惹きつける話し方を身につけ、面接力を鍛えましょう。

色の与える印象を意識してますか？
色の特徴を学び相手に与える印象アップさせましょう。
男性も女性も大歓迎！面接で与える第一印象でライバルに差をつけましょう。

事務作業に不可欠なWord、Excelの基礎をしっかり身につけたい方におすすめ！
テキストを見ながら進めていく自習形式。わからないところはどんどん質問してくださいね！

完全自習型！パソコンサロン同様にテキストを貸し出します。
ただし講師はつきませんので質問などはお受けできません。

丁寧に書いた履歴書は、好印象を与えます。簡単なコツで美文字に変身しますよ！
（お名前の見本をお渡しします）

　平成29年7月　セミナー内容

内　　容

しごとホップ
（就活基礎）

応募書類の自己PRをうまく書けていますか？
企業に伝わる自己PRの書き方をお伝えします。
過去を振り返るワークを行いながら、自分の強みを発見しましょう。

私たちが働く社会は様々な職業で成り立っています。
どんな仕事があるのかを理解し、自分がどのような仕事に向いているのか、
ワークを行いながら一つ一つ探っていきましょう。

あなたに合った仕事でも、あなたに合った会社でなければミスマッチになりかねません。
あなたに合った会社を見つけるための「企業研究」についてお教えします。

インターンシップ対策の特別講座！
敬語の使い方や、電話応対まで基本的なビジネスマナーをレクチャーします。
就職内定が決まった方も入社前に知っておいて損はないですよ！ぜひご予約ください

就活生集まれ！就職活動開始にあたり、全体的な就活の流れを紹介。どのように活動していけばよい
のか一人で悩んでいるあなた。このガイダンスで就活の流れと準備しておくことがわかります。併せて就
活に必要なマナー（話し方・電話の掛け方等）もアドバイスします。

セミナーを受けたいけど都合がつかない！ 

そんな時は「オーダーメイド」しませんか？ 

２人以上集まれば、ご希望のセミナーをご希望の日程で実施いたします。 

詳しくはお問い合わせください。 ※日程は対応する講師と相談になります。 

学生・社会人どなたでも可 

２人以上でオーダーメイド 

セミナーに関する 

お問合せ 

ジョブカフェSAGA 

ホームページ 

 

企業研究 ～志望動機の書き方

7/ 7（金）   

7/24（月）  

☆特別企画☆ 知らなきゃ損する！！ 

インターンシップ対策 

インターンシップ対策の特別講座！ 

敬語の使い方や、電話応対まで基本的なビジネス

マナーをレクチャーします。 

就職内定が決まった方も入社前に知っておいて損

はなし！ 

ぜひご予約ください！ 

企業研究はできていますか？ 

企業研究は自己理解と同じ就職活動の土

台となる大事なポイントです。業界地図

を使った企業を知る方法、上手な企業研

究の行い方、志望動機の書き方までレク

チャーします。 

7/3（月） 16：30～17：30 
14：00～15：00 
 

16：30～17：30 


