
JPはあとふるカレッジとは・・・

セミナーは事前予約制（先着順）です。

  必ず事前に予約のうえ、ご参加ください。

日付 曜日 コース セミナー名 時間 会場 障害 定員 内容

精神保健福祉士と学ぶコミュニケーションセミナー

「他人からの苦情に対応する」
10：00～11：30 精・発 6名

※2/10（木）13:00~14:30と同じ内容です。参加はどちらかのみでお願いし

ます。

他人から苦情を受けたとき、上手に対応する方法を学びましょう。

精神保健福祉士と学ぶコミュニケーションセミナー

「苦情を言う」
13：00～14：30 精・発 6名

※2/10（木）10:00~11:30と同じ内容です。参加はどちらかのみでお願いし

ます。

他人に上手に苦情を言うための方法を学びましょう。

障害を開示して働くということ 15：00～16：30 精・発 6名

はじめて障害を開示して働きたい方向けです。

自己理解・自己表現・自己管理の重要性や企業実習・障害者枠就労などにつ

いて学びましょう。

【PC】パソコン超入門講座（注）
13：00～16：00

＊2コマ連続

京都テルサ

東館2階

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

精・発・知 4名

ローマ字入力、文字の変換、熟語の作成、簡単な文章の作成など、パソコン入

力の基礎の基礎から学びましょう。

（セミナーの内容上、途中参加はできません）

実践
ビジネスマナー

「面接対策編」
13：00～14：30 精・発 6名

面接を受けるときの心構えや、準備しておくこと、会社に訪問時、入退室のマナー

や、オンライン面接で気を付けること等を学びます。面接で印象よく応対できるよう

になりましょう。

入門 就職活動準備～自分を知ろう～ 15：00～16：30 精・発 6名
カードワークをし自分の興味・関心、価値観を知ることで、自分について理解を深

め、自分に合う仕事・職場のヒントを見つけましょう。

精神保健福祉士と学ぶコミュニケーションセミナー

「苦情を言う」
10：00～11：30 精・発 6名

※2/1（火）13:00~14:30と同じ内容です。参加はどちらかのみでお願いしま

す。

他人に上手に苦情を言うための方法を学びましょう。

精神保健福祉士と学ぶコミュニケーションセミナー

「他人からの苦情に対応する」
13：00～14：30 精・発 6名

※2/1（火）10:00~11:30と同じ内容です。参加はどちらかのみでお願いしま

す。

他人から苦情を受けたとき、上手に対応する方法を学びましょう。

12 土 入門 【PC】ワードを使ってみよう（注）
13：00～16：00

＊2コマ連続

京都テルサ

東館2階

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

精・発・知 4名
ワードを起動するところから基本的な操作を練習しましょう。

（セミナーの内容上、途中参加はできません。）

15 火 入門
精神保健福祉士と学ぶコミュニケーションセミナー

「基本のコミュニケーション」～質問する～
10：00～11：30

京都テルサ

東館1階

第7会議室

精・発 6名

コミュニケーションを基本から学びたい方向けです。

※2/24（木）10:00~11:30と同じ内容です。参加はどちらかのみでお願いし

ます。

質問をするときの仕方やマナーを学びましょう。

入門
キャリアデザイン

「キャリアデザインとは何か？」
10：00～11：30 精・発 6名

自分がどうありたいかをWill・Can・Mustの3つの視点から考えてみることがキャリア

デザインの出発点です。キャリアデザインとは？から学びましょう。

キャリアデザイン スキルアップセミナー

「キャリアデザインの重要性を考える」
13：00～14：30 精・発 6名

長く働いていくのは、ときどき立ち止まり、自分のキャリアコンパスを見直す必要があ

ります。特に年齢や環境変化、人生の節目に行うことは大切です。

キャリアデザイン スキルアップセミナー

「自己の強みと弱みを考えます」
15：00～16：30 精・発 6名 ワークを通して、強みと課題を考え、自信を持って相手に伝えてみましょう。

入門 ストレスとどう向き合う？ 10：00～11：30 精・発 6名 ストレスについてどのように対処するべきか、その方法など学んでみましょう。

就職面接で大切なこと 13：00～14：30 精・発 6名 実際に面接を受ける際、大切になることを学んでみましょう。

働くうえで大切なことを考えてみる 15：00～16：30 精・発 6名
これから仕事を探すうえで大切なことを、また働くうえで大切なことを、講師と話を

交えて考えてみましょう。

（注）知的障害のある方と合同実施となります。

※新型コロナウイルス感染予防について※

ＪＰはあとふるカレッジでは、アルコール消毒、教室の換気、座席間隔の確保に努めております。

受講される方はマスクをご用意いただき飛沫による感染の防止にご協力ください。

10 木 入門

京都テルサ

東館1階

第7会議室

16 水

京都テルサ

東館1階

第7会議室
実践

17

令和3年度　ＪＰはあとふるカレッジ

JPはあとふるカレッジとは、障害のある方が就業力を高めるためのセミナーです。

セミナーは、障害特性や課題に応じて受講内容を選べる、「アラカルト方式」で、自分らしくスキルアップを目指すことができます。

基本的な内容の『入門コース』と、より実践的な力を身につける『実践コース』があります。

【入門コース】　就職活動を進めるうえで基本を学ぶコース

　　　　　　　　　●初めて就職活動をされる方　●就職活動にブランクのある方

　　　　　　　　　●課題に思っている部分を学びたい方・・・などにオススメです。

【実践コース】　就職活動の実践力を養成するコース

 　　　　　　　　 ●入門コースを修了された方　●就職に向け更にレベルアップをしたい方

 　　　　　　　　 ●強みや得意な部分を伸ばしたい方・・・などにオススメです。

1 火 入門

京都テルサ

東館1階

第7会議室

9 水

京都テルサ

東館1階

第7会議室

木

京都テルサ

東館1階

第7会議室
実践

2月



日付 曜日 コース セミナー名 時間 会場 障害 定員 内容

入門 自分の気持ちを上手に伝える方法を学びましょう 10：00～11：30 精・発 6名
コミュニケーションスキルである「アサーション（円滑な関係性をつくる自己表現）」

の基礎を学び、上手な「自己表現」や「言語化」の方法を見つけていきましょう。

自己肯定感をコントロールして

日々のモヤモヤを解消しましょう
13：00～14：30 精・発 6名

日々のエネルギー源である「自己肯定感」を理解しながら、仕事・プライベート・就

活への活力に変えていく方法を学びましょう。

就職活動の際に、知っておきたいポイント!! 15：00～16：30 精・発 6名
就職活動にあたって、知っておきたいポイントや、得意・苦手を理解しながら、上手

く付きあっていく方法などを考えていきましょう。

21 月 入門 【PC】エクセルを使ってみよう（注）
13：00～16：00

＊2コマ連続

京都テルサ

東館2階

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

精・発・知 4名
 エクセルを起動するところから基本的な操作を練習しましょう。

（セミナーの内容上、途中参加はできません。）

入門
自己理解を深めよう

～好きなものシートを使って～
13：00～14：30 精・発 6名 好きなものシートを使い、自分を知って向き合いましょう。

実践
自己分析

「ライフラインチャート編」
15：00～16：30 精・発 6名 ライフラインチャートを使用して、自己分析と未来をシミュレーションしましょう。

入門
精神保健福祉士と学ぶコミュニケーションセミナー

「基本のコミュニケーション」～質問する～
10：00～11：30

京都テルサ

東館1階

第7会議室

精・発 6名

コミュニケーションを基本から学びたい方向けです。

※2/15（火）10:00~11:30と同じ内容です。参加はどちらかのみでお願いし

ます。

質問をするときの仕方やマナーを学びましょう。

実践 【PC】90分でわかるパソコン術
13：00～16：00

＊2コマ連続

京都テルサ

東館2階

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

精・発 4名

エクセルの基礎（データ形式から書式設定など）、応用（表関数からデータ活

用など）を知り、楽しく、幅広い使い方をしましょう。

（セミナーの内容上、途中参加はできません。）

コミュニケーション講座

「聴き方」～心に寄り添う～
10：00～11：30 精・発 6名

人が悩みを抱える時の「隠された欲求」を知り、「アクティブリスニング」という話の聴

き方を学びます。参加者同士で話を聴き合い、「アクティブリスニング」で聴いてもら

う心地良さも体感してみましょう。

コミュニケーション講座

「伝え方」～人間関係のストレスを減らす～
13：00～14：30 精・発 6名

相手を責めることなく自分の思いを伝える「アイメッセージ」という手法を学びます。

言いにくいことやケンカになりがちなことも、伝え方次第で相手の反応も変わりま

す。

アートセラピーでメンタルケア

「なぐり描き法」
15：00～16：30 精・発 6名

画用紙にぐるぐると線を描き、心のままに色を塗り、自己表現していく絵画療法で

す。無意識に思っていたことが意識化されるなど、自己理解や癒しに繋がります。

臨床心理士と学ぶ　スキルアップセミナー

「自分の欲求を整理する」
10：00～11：30 精・発 6名 今、自分に必要な欲求の段階を考えましょう。

臨床心理士と学ぶ　スキルアップセミナー

「会話を楽しくするテクニックを身につける」
13：00～14：30 精・発 6名 アナログゲームを活用した会話の訓練をしましょう。

臨床心理士と学ぶ　スキルアップセミナー

「ストレスへの対処を探る」
15：00～16：30 精・発 6名 自分に合ったストレスの対処法を学びましょう。

【PC】パソコン講座　「ワード練習」

～基本の使い方と表・図形～

13：00～16：00

＊2コマ連続

京都テルサ

東館2階

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ

精・発 4名
ワードの起動から簡単な機能、表と図形の挿入方法について学びましょう。

（セミナーの内容上、途中参加はできません）

（注）知的障害のある方と合同実施となります。

 ※ セミナー予約は、各セミナー開催日の前日正午までにお申し込みください。

 ※ 欠席される場合は必ず事前にご連絡ください。無断欠席をされると次回から受講できない場合がございます。

 ※ 新型コロナウイルス対策の影響等により各セミナーは変更・中止する場合がございます。その際は予約者様へ連絡をさせていただきます。

 ※ セミナーの受講には京都ジョブパークの利用登録が必要です。お手数ですが、受講の前後に総合受付にて、ご登録ください。

 ※ 登録がない方は、いったん仮登録でセミナーの予約をしていただきます。

 ※ 新型コロナウイルス対策のため定員を変更しております。

　■お問合せ・お申込み先■

　　京都ジョブパーク　はあとふるコーナー（京都市南区東九条下殿田町70　京都テルサ西館3階）

　　ＴＥＬ： 075-682-8029　　ＦＡＸ： 075-682-8043

　　　□ご利用時間   月～土曜日/午前9時～午後5時（日・祝日、年末年始は休み）

　　　□JR京都駅（八条口）から徒歩15分　□近鉄東寺駅・地下鉄九条駅から徒歩8分

    　  □市バス九条車庫前すぐ

18 金

京都テルサ

東館1階

第7会議室

実践

22 火

京都テルサ

東館1階

第7会議室

24 木

25 金 実践

京都テルサ

東館1階

第7会議室

26 土 実践

京都テルサ

東館1階

第7会議室


