
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日

日 1 2 3 4 5 6

テーマ コミュニケーション コミュニケーション こころの健康

内　容
　　　　　　　大人の言葉遣い４
　　　①一目置かれる敬語
　　　②間違って使われやすい日本語

　　　　　　　アサーション
①自分も相手も大切にするコミュニケーション
②ロールプレイ（実践練習）

　　１　信念について
　　２　スキーマ療法を使って見直し

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
青少年会館　小会議室

日 7 8 9 10 11 12 13

テーマ 就活応援 自己理解 コミュニケーション 就活応援 こころの健康

内　容
　　　　１　職務経歴書
　　　　２　経歴棚卸、PR戦略

　　　 人との関係を探る私の価値観
 　①人との関係から探る私の価値観とは
　 ②私が「人に対して求めていること」

「自己開示すごろく」で話し方を練習しよう
　　　　　　①結論から話そう
　　　　　　②自己開示すごろく

　　仕事の決め方と求人の選び方
　①仕事の決め方の基準は何？
　②求人選びの条件はどう決める？

　　　　１　過敏性について
　　　　２　過敏性への対処方法

個別相談（要予約） サポステでの個別相談は原則として実施しません 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

学校連携会議 大多喜町出張相談 横芝光町出張相談
茂原市役所１０１会議室 大多喜町中央公民館 消費生活相談室

日 14 15 16 17 18 19 20

テーマ コミュニケーション こころの健康 就活応援 就活応援 こころの健康

内　容
　　　　 ビジネスメール術
　　　　①メールと親密度
　　　　②核になる言い回し

　　　　 怒りと上手に付き合う方法
　　①怒りの正体、メカニズム
　　②自分に合った対処方法(コーピング)

　　　１　共有スペースでのマナー
　　　２　上座・下座

　　　自分を知ろう（１）基礎編
 自分の仕事選びの基準が何か考えよう

　　１　行動をコントロール
　　２　行動のコントロールのコツ

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

いすみ市出張相談 親の会
岬公民館 ちば南東部サポステ

日 21 22 23 24 25 26 27

テーマ 就活応援 自己理解 就活応援 こころの健康

内　容
　　　１　自己PRの考え方
　　　２　長所探し、エピソード

　　　　私の「価値観」を探そう
　①日々の生活や行動を決定づける価値観
　②10の質問で探る価値観ワーク

　　　自分を知ろう（２）価値観編
　　 仕事や会社を選ぶ際に、大事に
 　　したいことは何か考えよう

　　　　１　描画法について
　　　　　　（こころを把握）
　　　　２　描画法の実習

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

職業人講話：一宮運輸株式会社 山武市出張相談
ちば南東部サポステ 山武市役所1F 第1会議室

日 28 29 30

テーマ 就活応援 こころの健康＆自己変革 コミュニケーション

内　容
　　１　社会人マナーと心構え
　　２　組織構成、トラブル対応

　　　　　　リフレーミング
　①モノゴトの捉え方をポジティブに！
　②短所を長所に捉え、生き方や考え方が
　　前向きに！

 　　　　    　　話し方教室
 　     　　①話し方の基本
　     　　 ②リラックスして話そう

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

出張相談・行事等

　〈注意事項〉　　　　　１　参加はすべて予約制です。ご希望の日を電話でお申し込みください。メールの場合は事務局からの連絡で予約が確定します。
　　　　　　　　　　　　２　予約をキャンセルする場合は、できるだけ早めにご連絡をお願いします。
　　　　　　　　　　　　３　ご予約なしでの来所は、参加をご遠慮いただく場合があります。ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　４　新型コロナウイルス蔓延防止のため、以下のことをお願いします。
　　　　　　　　　　　　　①マスクの着用、手指の消毒をお願いします。　　　　②発熱などのかぜ症状がある場合は、来所せず、ご自宅で療養してください。

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20



 

 

 

 2 日（水）：アサーション 

       相手に配慮し良好な関係を築きながらも、自分の気持ちや考えを率直に、正直に、適切に表現する方法（アサーション）を学びます。 

       「頼む」「断る」「謝る」をテーマに練習してみましょう。 

 

 8 日（火）：人との関係から探る私の価値観 

       「今、一緒にいたい人」「決して一緒にいたくない人」など様々な切り口で考え、そこからあなたの「価値観」や「他人に求めている 

こと」を探ってみましょう。 

 

15 日（火）：怒りと上手に付き合う方法 

       怒りは自然な感情です。でも怒りをそのまま相手にぶつけてしまうと相手との関係が悪くなり、また自分も後悔することになります。 

       自分に合った対処方法（コーピング）を探りましょう。 

 

22 日（火）：自分の「価値観」を探そう 

       仕事はもちろん、日々の生活や行動を決定づける価値観。ワークを通して自分にはどのような価値観があるのかを見つけましょう。 

 

29 日（火）：リフレーミング 

       何か気になることがあると、ついネガティブに考えてしまう…。同じ出来事でも、ものごとの見方・捉え方を変えると 

気持ちが前向きになります。その方法や考え方を学び、練習してみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今月の 職業人講話 

日 時：令和 4年 11月 24日（木） 

場 所：ちば南東部サポステ 

今月は、一宮運輸株式会社 様のお話を伺います。 

今月の 親の会 

日 時：令和 4年 11月 17日（木） 

場 所：ちば南東部サポステ 

11 月８日（火）の 

サポステ 
11 月８日（火）は、学校連携会議
の関係で、グループワークのみ実施
いたします。なお、緊急のご相談に
ついては可能な範囲で対応いたし 

ますので、ご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日

日 1 2 3 4

テーマ 就活応援 こころの健康

内　容

　　　自分を知ろう(3)体験編
 生活や仕事で経験したことで、仕事
 選びに 影響を及ぼしていることが何
 か考えよう

　　　１　動機づけについて
　　　２　動機づけの活用

個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

日 5 6 7 8 9 10 11

テーマ コミュニケーション コミュニケーション 就活応援 就活応援 こころの健康

内　容

　　 大人のコミュニケーション１
　　ー好印象を与える言い換え術ー
　　①挨拶・社交辞令　　②返事

　　　　 聴き上手になろう
　①相手の気持ちに寄り添って聴く
　②傾聴スキルワーク

　１　PCによる履歴書作成
　２　職務経歴書、自己PR書作成

　　 仕事の決め方と求人の選び方
　①仕事の決め方の基準は何？
　②求人選びの条件はどう決める？

　　　　１　思い込みについて
　　　　２　思い込みの活用

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
青少年会館　小会議室

横芝光町出張相談
消費生活相談室

日 12 13 14 15 16 17 18

テーマ 就活応援 こころの健康 コミュニケーション 就活応援 こころの健康

内　容
　　１　ビジネスメールのマナー
　　２　メール課題作成ワーク

　　ストレスと上手に付き合う方法
　①ストレスの仕組みを理解する
　②ストレスへの対処法（コーピング）

　　　　　大人の言葉遣い
　①間違って使われやすい日本語
　②相手に好印象を与える言い回し

自分を知ろう(1)基礎編
自分の仕事選びの基準が何か考えよう

　　　１　自己肯定感とは
　　　２　自己肯定感の持ち方

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

いすみ市出張相談 親の会
岬公民館 ちば南東部サポステ

日 19 20 21 22 23 24 25

テーマ 就活応援 自己理解 コミュニケーション 就活応援 こころの健康

内　容
    １　PCによる履歴書の完成
    ２　職務経歴書、自己PR書完成

　　お互いの未来を想像しあうゲーム
　①ハッピーな未来を受け取ろう！
　②他人視点の価値観や長所から自分を
     振り返る

 　　　　    話し方教室
　　　①話し方の基本
　　　②リラックスして話そう

　　　 自分を知ろう(2)価値観編
仕事や会社を選ぶ際に、大事にしたい
ことは何か考えよう

　１　集団の中でのこころとは
　２　集団の中で心の在り方

個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

大多喜町出張相談 いすみ市出張相談（HWいすみ２F）

大多喜町中央公民館 山武市出張相談（市役所1F 第1会議室）

日 26 27 28 29 30 31

テーマ 就活応援 こころの健康＆自己変革

内　容
　　１　ビジネス文書の書き方
　　２　文書課題作成ワーク

　　　　　　リフレーミング
　①ポジティブにとらえるコツ
　②短所が長所に変わり、生き方や
     考え方も前向きに！

個別相談（要予約） 個別相談（要予約）

個別相談
勤労会館YOUホール ワークプラザ相談室

出張相談・行事等

　〈注意事項〉　　　　　１　参加はすべて予約制です。ご希望の日を電話でお申し込みください。メールの場合は事務局からの連絡で予約が確定します。
　　　　　　　　　　　　２　予約をキャンセルする場合は、できるだけ早めにご連絡をお願いします。
　　　　　　　　　　　　３　ご予約なしでの来所は、参加をご遠慮いただく場合があります。ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　４　新型コロナウイルス蔓延防止のため、以下のことをお願いします。
　　　　　　　　　　　　　①マスクの着用、手指の消毒をお願いします。　　　　②発熱などのかぜ症状がある場合は、来所せず、ご自宅で療養してください。

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

10:00～15:00
（除12:00～13:00）

サテライト市原

出張相談・行事等

9:30
|

11:20

12月29日（木）～1月3日（火）は、

お休みさせていただきます。

グループワーク、

個別相談は

行いません。

申し訳ございません。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6日（火）：聴き上手になろう 

        「話してよかった」と相手に思ってもらえるような聴き方の基本を学びます。どんな「聴き方」が会話を促進するのか体感してみましょう。 

 

13日（火）：ストレスと上手に付き合う方法 

ストレスを感じるのは自然なこと。うまく活用すれば前向きに頑張れます。一方、過度なストレスを受けた時にどう対応するのが良いのか、 

自分にあった方法を探してみましょう。 

 

20日（火）：お互いの未来を想像しあうゲーム 

         各自が書き出した「今の私のキーワード」をもとに、「人物像」や「幸せな未来」を参加メンバーが想像するゲームです。 

         他人目線の物語に含まれた価値観や長所は、自分にとって意外な気づきがあるかもしれません。 

 

29日（火）：リフレーミング 

         何か気になることがあると、ついネガティブに考えてしまう……。同じ出来事でも、ものごとの見方・とらえ方を変えると気持ちが前向きに 

なります。その方法や考え方を学び、練習してみましょう。短所も長所に変わります！ 

今月の“親の会” 

日時：12月 15日（木） 

14：00～16：00 

場所：ちば南東部サポステ 

お子様のことで悩んでいらっしゃる

お父さん・お母さん、参加して 

みませんか！ 

今月の“職業人講話” 

日時：12月 16日（金）14：00～ 

場所：ちば南東部サポステ 

今月は、 

求人ジャーナル様のお話 

を伺います。 

年末・年始休業のお知らせ 

12月 29日（木）～1月 3日（火）は 

休ませていただきます。 

 ※12 月 28日（水）はグループ 

ワーク・個別面談ともに 

行いません。緊急のご相談の 

場合はお問い合わせください。 


