
サ ポ テ タ イ ム ス
ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！

12 月号12月号

12 月に入り、 年の瀬が近づいてきました。 今年も残すところあとわずかですね。
さて、今月号は、さんだサポステの人気講座 『パソコンスキルアップ講座』 より新登場の 『Excel 活用コース』 を大特集！

2018 年2018 年

パソコンスキルアップ講座パソコンスキルアップ講座

以前、 仕事で Excel を使っていたけど、 ブランクがあるので心配…。

月刊月刊
ス

就職につながる！就職につながる！
Excel 活用コースExcel 活用コース

エクセルNEW
START

こんな人におすすめ！こんな人におすすめ！

作業効率がよりアップする Excel の使い方を知り、 次の仕事に活かしたい！

パソコンスキルアップ講座を受講し、 基礎が身についたので、
より実践的な使い方を学びたい！

◆ ミスを少なく、効率よく入力する

◆ 単純集計表を「情報」として活用する

◆ 正確に情報をとらえる

◆ 単純作業を自動化する

◆ VBA を用いてマクロを書く

VLOOKUP 関数の設定・VLOOKUP 関数をコピーする 等

ピボットテーブルの作成・ピボットグラフの作成 等

IF 関数 等

マクロ・VBA について 等

Word、 Excel、 PowerPoint コースを受講した方、 もしくは、 仕事である程度 Excel を使用していた方向けの

一歩進んだ応用講座。 関数とピボットテーブルを中心とした、 より実践的な内容を短時間でマスターすることを

目指します。

～どんな講座なの？～

講座内容 受講までの流れ

電話または来所にて、 講座説明会の予約をお取りください。

講座説明会は随時開催しています。 （所要時間 ： 50 分程度）

講座説明会にて、 当講座の趣旨を説明し、 サポステ利用登録
を行います。 あなたの受講目的やパソコンスキルを確認後、

正式に受講申込みが完了します。

いよいよ講座開始！

サポステの様々な就労支援メニューとパソコン講座を組み合わせ

就職活動をパワーアップさせましょう。

STEP①STEP①

STEP②STEP②

STEP③STEP③

対　象 39 歳までの求職活動中の方

日　時 12 月 11日（火） 13：00～ 17：00
※受講には、 サポステの利用登録が必要です

会　場 三田市商工会館内 使用ソフト Windows10、 Office2016

申　込 まずは、 電話か来所でお問合せください

“パソコン講座の件で” と
お伝えいただくとスムーズです！

無料無料

（TEL ： 079-565-9300）

です。「スキルを身につけて仕事に活かしたい！」という方の参加をお待ちしています！です。「スキルを身につけて仕事に活かしたい！」という方の参加をお待ちしています！受講料は受講料は



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

３９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！

http://saposute.sblo.jp/

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：ＮＰＯ法人こうべユースネット [厚生労働省事業]

次号もお楽しみに！

12 月の予定12 月の予定12 月の予定12 月の予定
水 木 金

18

15
休所日

11 12 13 14
出張キャリア相談
( キッピーモール )

キャリア相談

さんだ若者サポートステーション

19
出張キャリア相談
( キッピーモール )

20 21 22
休所日

申込・問合せはコチラへ(参加無料）↓

16
休所日

23
休所日

24 25 26 27

出張キャリア相談
（フラワータウン）

出張キャリア相談
（ウッディタウン）

６ ７
キャリア相談

８
休所日

９
休所日

10
キャリア相談

17

2
休所日

3
キャリア相談

4 ５
出張キャリア相談
( キッピーモール )

出張キャリア相談
( キッピーモール )

出張キャリア相談
（川西市） 出張キャリア相談

（加東市）

1
休所日

出張キャリア相談
（川西市）

月 日

【対 象】39歳までの求職活動中で

　　　　 全日程参加出来る方

【日 程】11/26( 月 )、27( 火 )、29( 木 )、30( 金 )

【時 間】13：00～ 17：00

【会 場】三田市商工会館内

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パソコンスキルアップ講座

13日！13日！

出張キャリア相談
（ウッディタウン）

オープンサポステ ( 午前 )

三田地域合同就職面接会

仕事でよく使用される文書を実際に作成しながら、就活や

職場で役立つ操作方法を身につけることを目指します。

Windows10、Office2016

サポステ卒業者MEETSサポステ卒業者MEETS

就職につながる！就職につながる！就職につながる！就職につながる！

12/1512/15（土）　10：00～ 12：00（土）　10：00～ 12：00

参加者
募集中

今月のオープンサポステは今月のオープンサポステは

火

キャリア相談

伝わる書類は　　　 がちがう！伝わる書類は　　　 がちがう！伝わる書類は　　　 がちがう！伝わる書類は　　　 がちがう！

【定 員】７名

39歳までの求職活動中の方

【会 場】さんだサポステ　相談室

【定 員】６名

12 月 20 日（木） 13:30 ～ 15:0012 月 20 日（木） 13:30 ～ 15:00

パソコンスキルアップ講座
（Excel 活用コース）

土

年末年始は以下の通り休所します年末年始は以下の通り休所します

12月 28日（金）～ 1月 6日（日）12月 28日（金）～ 1月 6日（日）

2018年2018年 2019年2019年

お知らせお知らせ

サポステ卒業者
MEETS

伝わる書類は
ココがちがう！

対　象 三田市総合文化センター（郷の音） 会議室 3会　場

８名定　員

サポステ卒業者 MEETSサポステ卒業者 MEETSサポステ卒業者 MEETSサポステ卒業者 MEETS
12 月 15 日（土） 10:00 ～ 12:0012 月 15 日（土） 10:00 ～ 12:00
※終了後、30分程度の相談を実施します（要事前予約）

三田市総合福祉保健センター　第 1研修室　会　場

以前サポステを利用し、

現在就労中の方（39歳まで）

対　象

筆記用具　持ち物

8名定　員

ブログもチェック！ブログもチェック！
参加者募集やセミナーレポートなど、
さんだサポステの最新情報を配信中！

さんだサポステ

キャリア相談

多くの応募書類の中から、採用担当者の目に留まるためには、自分の思いが相手に“伝わる”ことが大切。

志望動機や自己 PRなどのポイントをおさえ、あなたの魅力が最大限に伝わる応募書類作成を目指しましょう！

～応募書類作成のポイント～～応募書類作成のポイント～～応募書類作成のポイント～～応募書類作成のポイント～
ココココココココ

※要事前予約【12月 19 日（水）17 時締切】

第３回第３回第３回第３回

（天皇誕生日）

休所日
（振替休日）




