34 歳までの方

就職活動の悩み・企業選びを1日サポート！
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服装は自由！

描けているか⁉
ウィズコロナの業界事情

※就職1dayトライHPよりダウンロード可

〜大切な面接会での出会いを掴むために〜
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仕事の見方・会社の
見極め術を知ろう！

※参加者アンケート記入でもらえる

〜自分に合う仕事で「正社員」の扉を開けよう〜
■定員

80名

事前予約制

■時間

11：00〜16：00

入退場自由

※事前または当日に「東京しごとセンターヤングコーナー」
の利用登録が必要です。
※ご来場の際は、
しごとセンターカードをお持ちください。
※災害等やむを得ない事情によって、中止や延期になるこ
とがあります。なお、中止・延期の際はホームページ・
Twitter等でお知らせします。

（受付10：30〜15：15）

WITH HARAJUKU HALL

ワンデーさん

《事前予約はWebで》
お問合せ

JR原宿駅・東京メトロ明治神宮前駅より徒歩1分



就職1day（ワンデー）トライ事務局

主催 ／ 公益財団法人 東京しごと財団 東京しごとセンターヤングコーナー

03-6838-9148

至 表参道 ▼

東京都渋谷区神宮前1-14 - 30
（WITH HARAJUKU 3階）

ファミリーマート

原宿クエスト

WITH
HARAJUKU
HALL

ラフォーレ原宿

就職1dayトライ
【受付時間】
月〜金曜日 9：00〜17：00 ※土・日・祝は休業
※ご予約はお電話でも承ります

【個人情報の取扱いについて】お申込み時にご提供いただいた個人情報は、ヤングコーナー・就職1day（ワンデー）
トライ事務局にておいて、受付、緊急時の連絡、状況調査にのみ使用し、その他の目的には使用しません。

竹下通り

■会場

明治神宮前駅

トライくん

至 代々木 ▶

原宿駅

◀ 至 渋谷

会場

わかもの就職1day（ワンデー）
トライ
（火）11：00〜16：00
2022年 7月19日

WITH HARAJUKU HALL

東京都渋谷区神宮前1-14 -30（WITH HARAJUKU 3階）

事前予約制

就職支援セミナー
1 11: 00 〜 12 : 00
■

2 13 : 00 〜 14 : 00
■

描けているか⁉
ウィズコロナの業界事情

3 14 : 30 〜 15 : 15
■

やさしい「企業研究」
入門編

〜大切な面接会での出会いを掴むために〜

仕事の見方・会社の
見極め術を知ろう！

皆さんが企業研究で苦労するには理由があり
ます。
「企業研究のコツ」を知らないからです。
どの項目から見たらいいのか、どのように解
釈したらいいのかなど、企業研究のコツをわ
かりやすく説明します。

ウィズコロナの気配も感じられる今、前を向いて就活に挑む
皆さんに最新の業界事情をお伝えします。そして今日の出
会いを確かなカタチにするために、企業との情報交換に使
える「面接会コミュニケーション術」も身に付けよう！

1 ■
3 【講師】小澤 明人 先生
■

求人を見極める目はどこにフォーカスしたらいいのか…「仕
事の見方・会社の選び方」はなかなか難しいもの。時流に
合った見極め術、そして
「正社員」の扉を開ける人になる極意
を、
しっかりお伝えします！

2 【講師】武田 哲明 先生
■

人事採用コンサルタント 日本大学 生物資源科学部 講師

東京しごとセンター
業界職種・企業ラボ アドバイザー

企業研修やビジネススクール運営・経営に約25年携わる。年150回に及ぶ企業説明会・面接・再就職支援研修の
ノウハウを基に、日本初の就活サポートセンターを立ち上げ、就職支援と企業採用を連動した新しいしくみを創り
あげる。現在は多くの企業の採用現場において「辞めない採用」をプロデュースする傍ら、全国の大学・自治体・厚
労省関連施設にて「学生・求職者・保護者・人事」向けの講演・研修セミナー・就業力育成カリキュラム作成も行う。

東京しごとセンターのアドバイザーとして企業研究・仕
事内容の理解を軸にカウンセリングを行う。大学の就活
セミナーの講師としても多数のセミナー実績をもつ。

、
ー・各コーナー
面接会・セミナ
しよう！
加
参
て
せ
わ
自由に組み合

合同就職
面接会

〜自分に合う仕事で「正社員」の扉を開けよう〜

入退場
自由

服装
自由

相談コーナー etc.
■12: 00 〜 16 : 00
適職診断コーナー

■12: 00 〜 16 : 00

パソコンを使用して自己分析ができ、
どんな仕事が向いているの
かが分かります。
しごと探しに悩んでいる方におすすめです。

キャリアカウンセラーによる

※画像はイメージです。実際の面接会は
マスク着用で実施します。

就職相談コーナー

しごと探しやキャリアに関する悩み・相談ならどんなことでもOK。
あなたの状況に合わせたアドバイスを受けられます。

面接ポイント
アドバイスコーナー

採用の専門家が、面接時の姿勢や話し方・経
歴の伝え方など、面接での「あなた」の伝え
方のポイントを具体的にアドバイスします。

当者と
複 数の企 業の担
直接話ができる！
参加企業

15

プロのカメラマンによる

コロナ禍でも積極採用中の企業ばかり。
書類選考なしで面接するチャンス！

社 ※予定

◀ワンデーさん

しっかり者で慎重派。職種や雇
用条件に独自のこだわりをも
ち、座右の銘は「千里の道も1日
（ワンデー）から」。

トライくん▶

楽観的で好奇心旺盛。色々な
ことに興味があり、何が自分に
向いているのか模索中。座右
の銘は「ひとまずトライ」
。

企業ブース・各相談コーナーを
3か所以上ご利用の方には、

※撮影人数・USBの数に上限あり

※混雑状況等により、面接や面談のご希望に添えない場合があります。

大地に根付き、芽吹く
「タネ」がモチーフです。
しごとに関する様々な挑戦をしたい方を応援しています。

証明写真撮影コーナー

画像データ入りUSBメモリ プレゼント！

※参加企業の詳細は、開催の2週間前にホームページへ掲載予定です。

わかもの就職1dayトライ キャラクター紹介

履歴書や職務経歴書を見せ、
これまでの業
務経験等を説明しながら、書類選考通過率
を上げるためのアドバイスが受けられます。

企業ブースまたは各相談コーナーを1か所以上ご利
用で、撮影可能です（無料）。雑誌などで活躍中のプロ
カメラマンから写り方のアドバイスを受けられるの
で、納得の仕上がりに！その場で写真をお渡しします。
更に

面接時間は1社15分程度（目安）

履歴書
アドバイスコーナー

ご予約・詳細はWebで


今後の
開催日程
※予定

就職1dayトライ

8月24日
（水）八王子 京王プラザホテル八王子（全年齢／定員80名）
9月10日
（土）原 宿 WITH HARAJUKU HALL（34歳まで／定員80名）
※日程や内容が変更となる場合があります。
詳しくは、
ホームページまたは就職1day
トライのTwitterで随時ご確認ください。【就職1dayトライTwitter】
@1daytry

新型コロナウイルス
感染症の
拡大防止措置

HPはこちら

Twitterはこちら

①参加にあたってはマスクの着用や、
アルコール消毒液の活用、
手洗い等の予防対策をお願いいたします。
②参加者同士の間隔を空けるなどの予防対策を実施いたします。
③37.5℃以上の発熱、倦怠感(強いだるさ)、息苦しさ等の症状がある場合は参加をお控えください。
④受付時に非接触型赤外線温度計による検温を実施しておりますので、
ご協力をお願いいたします。
なお、37.5℃以上と測定された場合は、参加をお控えいただいておりますのでご了承ください。

