
サ ポ テ タ イ ム ス
ちょっと役立つ旬な就活情報をお届け！

3 月号3月号

３月に入り、 暖かく過ごしやすい気候になってきましたね。 春採用を目指して、 就職活動を進めていきましょう。
さて、 今月号は、 新たに開催する “IT スキルアップ講座” を大特集！

2019 年2019 年ス

プログラミングとは？

プログラミングに興味があり、 体験してみたい！プログラミングに興味があり、 体験してみたい！

「コンピュータが意図通りに動作するよう指示すること」 です。
業界 ・業種を問わず、 これからの社会で活躍するために必要となるスキルのひとつです。

スキル不要 ・ 興味必要！スキル不要 ・ 興味必要！スキル不要 ・ 興味必要！スキル不要 ・ 興味必要！

IT スキルアップ講座IT スキルアップ講座IT スキルアップ講座IT スキルアップ講座でプログラミング体験!でプログラミング体験!でプログラミング体験!でプログラミング体験!

どんな講座なの？ 超小型コンピュータmicro:bit（マイクロビット）を使用し、
プログラミングを体験します。 難しいプログラミング言語は
使いませんので、 初心者の方も安心して参加できます。

こんな人におすすめ！
実務で作業効率を UP させる方法を知り、 仕事に活かしたい！実務で作業効率を UP させる方法を知り、 仕事に活かしたい！

micro:bit
（マイクロビット）

◆ IT スキルが求められる理由を知る ◆ micro:bit を使ってプログラミングの基礎を学ぶ

◆ プログラミングを実務で活かすポイントを知る

・IT 業界の現状

・業界・業種を問わず、IT が活用されている場面

・プログラミングの考え方

・micro:bit の活用方法

講座内容

受講までの流れ

まずは、 電話または来所にて

お問合せください。

“IT スキルアップ講座の件で”

とお伝えいただくと

スムーズです。

当講座の趣旨を説明し、

サポステ利用登録を行います。

受講目的やパソコンスキル等を

確認後、 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

と当講座を組み合わせ、

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

会　場 三田市商工会館内

３月 12 日（火） 13:00 ～ 17:00３月 12 日（火） 13:00 ～ 17:00

講　師 元 SE経験者 （キャリアコンサルタント） 定　員 7 名

申込方法

受講料 無料

参加希望の方は、お早めにお申込みください。みなさんの参加をお待ちしています！

※参加には、 さんだサポステの利用登録が必要です。

３月 15 日 （金） 開催 「Excel 活用コース」 と

あわせての受講もおすすめ！

詳細は裏面やさんだサポステブログを要チェック！

月刊月刊

・作業効率を上げ、単純なミスを減らす

・道筋を立ててきちんと考える

◆ ExcelVBA を使って単純作業を自動化するポイントを学ぶ

・効率よくデータを処理する考え方

・ExcelVBA の活用方法

申込締切 3/8 （金） 17:00



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！

3 月の予定3 月の予定3 月の予定3 月の予定

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）

水 木 金 土

19

16
休所日

12 13 14 15
出張キャリア相談
( キッピーモール )

キャリア相談

20
出張キャリア相談
( キッピーモール )

21 22 23
休所日

17
休所日

24
休所日

25
キャリア相談

26 27 28
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 )

７ ８
キャリア相談

９
休所日

10
休所日

11

18

3
休所日

4
キャリア相談

５ ６
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）

2
休所日

1
キャリア相談

出張キャリア相談
（川西市）

パソコンスキルアップ講座

パソコンスキルアップ講座

月 日

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 ) Excel 活用コース

火

キャリア相談 キャリア相談

スキル不要・興味必要！
IT スキルアップ講座

エクセル

パソコンスキルアップ講座パソコンスキルアップ講座
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Excel 活用コースExcel 活用コース
作業効率がよりアップする Excel の使い方を習得するための一歩進んだ応用講座です。

【対 象】39歳までの求職活動中の方

【会 場】三田市商工会館内【定 員】７名

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！

14日と 28日！14日と 28日！
今月のオープンサポステは今月のオープンサポステは

キャリア相談

29 30
休所日

31
休所日キャリア相談

休所日
（春分の日）

基礎からの就活プログラム

基礎からの就活プログラム基礎からの就活プログラム

基礎からの就活プログラム

基礎からの就活プログラム

【対 象】応募に向け踏み出したい 39歳までの方

【場 所】さんだサポステ相談ルーム

【定 員】６名

３/22（金） ３/22（金） 

【持ち物】筆記用具、応募書類（あれば）

10:00 ～ 12:0010:00 ～ 12:00

【申込締切】3/20（水）17:00

自信につながる！自信につながる！自信につながる！自信につながる！模擬面接セミナー模擬面接セミナー模擬面接セミナー模擬面接セミナー

【服 装】面接にふさわしい服装

採用担当者の視点や面接のポイントをおさえ、シミュレーションを行います。

実践を振り返り、 自信を持って本番に挑みましょう！

自信につながる！
模擬面接セミナー

３/15（金）３/15（金）13:00 ～ 17:0013:00 ～ 17:00
【申込締切】3/13（水）17:00




