
 

日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

10/6 金 10:30-17:00 就職博 in 大阪 大阪 天満橋ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt85&area=osaka&gos1006

10/6 金 13:30-17:30 拡大R.M.B.女性活躍・両立支援を推進する企業 大阪 阪急グランドビル 大阪新卒応援ハローワーク http://osaka-young.jsite.mhlw.go.jp/home/gakusei_kisotsu/_118198.html

10/7 土 10:30-17:00 就職博 in 大阪 大阪 天満橋ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt85&area=osaka&gos1006

10/10 火 13:00-16:00 2017阪神地域　大卒者等就職面接会 兵庫 都ホテルニューアルカイック ハローワーク尼崎 http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home/sintyaku_itiran/news_topics/event/_122267.html

10/10 火 13:00-17:00 合同企業説明会 京都 京都テルサ 京都経営者協会 http://www.kyoto-shusyokunet.jp/?p=1756

10/11 水 13:30-17:30 アクセス就活フェア 大阪 アクセス梅田フォーラム アクセス就活 https://job.ac-lab.jp/2018/front/jseminar/detail.html?yid=128

10/12 木 12:30-16:30 ひょうごで働こう！就職フェア in 大阪 大阪 阪急うめだホール 兵庫県 https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt100&area=osaka

10/12 木 13:30-17:30 アクセス就活フェア 大阪 アクセス梅田フォーラム アクセス就活 https://job.ac-lab.jp/2018/front/jseminar/detail.html?yid=128

10/13 金 10:00-11:30 ９０分でわかる！企業研究 大阪 (株)ちかなり大阪天満宮駅前会議室 合説どっとこむ https://www.gosetsu.com/seminar/research

10/13 金 13:00-14:30 ９０分でわかる！自己分析 大阪 (株)ちかなり大阪天満宮駅前会議室 合説どっとこむ https://www.gosetsu.com/seminar/self

10/13 金 13:30-17:30 アクセス就活フェア 大阪 アクセス梅田フォーラム アクセス就活 https://job.ac-lab.jp/2018/front/jseminar/detail.html?yid=128

10/14 土 12:00-15:00 京都観光ジョブフェア 京都 京都烏丸コンベンションホール 京都ジョブパーク http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_104.cgi?CT=20&SID=127

10/15 日 13:00-16:00 保育士就職・転職フェア 大阪 グランフロント大阪 (株)Ｓ.Ｓ.Ｍ http://www.ssmother.com/lp/fair2018-osaka/

10/16 月 10:30-17:00 就職博（京都） 京都 メルパルク京都 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt87&area=kyoto&go181016

10/17 火 10:30-17:00 就職博（京都） 京都 メルパルク京都 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt87&area=kyoto&go181016

10/18 水 13:00-17:00 合同就職セミナー 大阪 京橋TWIN21 MIDタワー スポーツフィールド https://www.sponavi.com/2018/seminar/jointschedule/

10/18 水 13:30-15:30 神戸地域　保育の就職相談（面接）会 兵庫 ハローワーク神戸 ハローワーク神戸 http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0114/7464/201798135042.pdf

10/19 木 12:30-16:00 わかやま就職フェア in おおさか 大阪 梅田センタービル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt108&area=osaka

10/20 金 10:00-11:30 ９０分でわかる！企業研究 大阪 (株)ちかなり大阪天満宮駅前会議室 合説どっとこむ https://www.gosetsu.com/seminar/research

10/20 金 13:00-16:00 2017茨木市就労支援フェア　合同就職面接会 大阪 茨木市役所 茨木市 http://www.ibaraki-cci.or.jp/shushoku/

10/20 金 13:00-14:30 ９０分でわかる！自己分析 大阪 (株)ちかなり大阪天満宮駅前会議室 合説どっとこむ https://www.gosetsu.com/seminar/self

10/22 日 13:00-17:00 保育士バンク！就職・転職フェア 大阪 梅田スカイビル 保育士バンク http://www.hoikushibank.com/feature-segments/fair2017autumn-osaka_hyogo?utm_source=ADGC0000N000604

10/24 火 13:00-16:30 就職先発見！大学生等就職面接会 京都 リーがロイヤルホテル京都 京都労働局 http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_104.cgi?CT=20&SID=125

10/24 火 13:00-16:00 あまがさき合同就職面接会・説明会 兵庫 尼崎市中小企業センター 尼崎市 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/hataraku/job/070goudo.html

10/25 水 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー 大阪 ハービスホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2802/

10/25 水 13:00-16:30 就職先発見！大学生等就職面接会 京都 リーがロイヤルホテル京都 京都労働局 http://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_104.cgi?CT=20&SID=125

10/27 金 10:00-16:00 内定エクスプレス 大阪 ハービスホール 大阪府 http://osakajobfair.com/event/detail/20171027express.php

10/27 金 10:00-11:30 ９０分でわかる！企業研究 大阪 (株)ちかなり大阪天満宮駅前会議室 合説どっとこむ https://www.gosetsu.com/seminar/research

10/27 金 13:00-14:30 ９０分でわかる！自己分析 大阪 (株)ちかなり大阪天満宮駅前会議室 合説どっとこむ https://www.gosetsu.com/seminar/self

10/28 土 12:00-17:00 キラリと輝くナンバー1・オンリー1企業合同説明会 奈良 奈良県文化会館 ならジョブカフェ http://www.chuokai-nara.or.jp/jigyo/01zenkoku/jigyo06.html

10/29 日 12:00-16:00 マイナビ保育士　職場発見フェア＠大阪 大阪 グランフロント大阪 マイナビ https://hoiku.mynavi.jp/lp/tenshoku_fair_osaka.html?utm_source=vc&utm_medium=cpa&utm_campaign=vc_fair_osaka&nst=0

11/11 土 11:30-17:00 障がい者のための　サーナ就職フェスタ 大阪 マイドーム大阪 サーナ https://www.web-sana.com/site/festa/index.php?area=osaka&no=O0082&tab=kaisai

11/13 月 10:30-17:00 就職博 大阪 ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_top.aspx?area=osaka

11/14 火 10:30-17:00 就職博 大阪 ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_top.aspx?area=osaka

11/20 月 10:30-17:00 就職博（京都） 京都 メルパルク京都 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_top.aspx?area=kyoto

11/20 月 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー 大阪 ハービスホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2803/

11/21 火 10:30-17:00 就職博（京都） 京都 メルパルク京都 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_top.aspx?area=kyoto

11/25 土 13:00-16:00 京都府南部（乙訓・山城地域）FUKUSHI就職フェア 京都 文化パルク城陽 京都府社会福祉協議会 http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/news/fukushi-7.html

 ２０１７年 １０～１１月　合同企業説明会開催予定一覧＜学外＞

大阪大谷大学就職課　2017-10-02
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