
 

日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

6/16 (金) 10:00-11:30 ９０分でわかる企業研究 大阪 (株)ちかなり　会議室 合説ドットコム https://www.gosetsu.com/seminar/research

6/17 (土) 12:00-17:00 ＦＵＫＵＳＨＩ就職フェア 京都 京都市勧業館（みやこめっせ） 京都府福祉人材・研修センター http://fukujob.kyoshakyo.or.jp/news/fukushi617-1.html

6/17 (土) 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー 兵庫 神戸サンボーホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2465/

6/17 (土) 13:00-17:00 適職発見フェアin京都 京都 京都テルサ 京都経営者協会 http://www.kyoto-shusyokunet.jp/?p=1691

6/19 (月) 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム 大阪 梅田スカイビル キャリタス https://job.career-tasu.jp/2018/event/detail/201

6/20 (火) 14:00-18:00 Meets Company就活イベント 大阪 SOHO LINK長堀 (株)ＤＹＭ https://event.meetscompany.jp/session/15435/

6/21 (水) 10:30-17:00 就職博　大阪 大阪 ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt55&area=osaka&gos0621

6/21 (水) 13:00-17:00 スポーツフィールド合同就職セミナー 大阪 京橋TWIN21MIDタワー スポナビ https://www.sponavi.com/2018/seminar/jointschedule/#osaka

6/21 (水) 13:00-18:00 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=72

6/22 (木) 10:30-17:00 就職博 　大阪 大阪 ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt55&area=osaka&gos0622

6/22 (木) 11:00-16:00 就職フォーラム in 堺 大阪 堺市産業振興センター 堺商工会議所 http://www.sakaicci.or.jp/syusyoku/

6/22 (木) 12:00-17:00 理系学生のためのマイナビ就職EXPO夏の陣 大阪 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） マイナビ http://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/expo/2691/

6/22 (木) 12:00-17:00 マイナビ就職EXPO夏の陣 大阪 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） マイナビ http://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/expo/2690/

6/22 (木) 13:00-16:00 若者応援宣言企業合同説明会 和歌山 和歌山ビッグ愛 和歌山県経営者協会 http://w-keikyo.com/goudou/

6/22 (木) 13:30-18:00 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=72

6/23 (金) 13:30-18:00 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=72

6/24 (金) 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　南大阪会場 大阪 あべのハルカス マイナビ http://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2456/

6/24 (金) 13:00-17:00 福祉の就職総合フェア in Hyogo 兵庫 神戸コンベンションセンター 兵庫県福祉協議会 http://job-gear.jp/design/hyogoweljinzai/index.htm

6/25 (日) 13:00-17:00 マイナビ医療・福祉業界就職セミナー 大阪 梅田スカイビル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/iryofukushi/2712/

6/25 (日) 13:00-17:00 適職・適社発見LIVE神戸 兵庫 神戸サンボーホール リクナビ https://job.rikunabi.com/2018/contents/article/c~event~live~170625_kobe/r/

6/27 (火) 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　姫路 兵庫 姫路商工会議所 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2466/

6/27 (火) 13:30-18:00 アクセス就活フェア　京都 京都 キャンパスプラザ京都 アクセス就活 https://job.ac-lab.jp/2018/front/jseminar/detail.html?yid=93

6/28 (水) 13:30-18:00 アクセス就活フェア　京都 京都 キャンパスプラザ京都 アクセス就活 https://job.ac-lab.jp/2018/front/jseminar/detail.html?yid=93

6/29 (木) 12:00-17:00 ＮＡＲＡ企業合同説明会 奈良 奈良県産業会館 ならジョブカフェ http://www.chuokai-nara.or.jp/jigyo/01zenkoku/jigyo06.html

6/30 (金) 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム 大阪 梅田スカイビル キャリタス https://job.career-tasu.jp/2018/event/detail/202

7/5 (水) 10:30-17:00 就職博　大阪 大阪 ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_top.aspx?area=osaka

7/6 (木) 10:30-17:00 就職博　大阪 大阪 ＯＭＭビル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_top.aspx?area=osaka

7/9 (日) 13:00-17:00 マイナビ保育士就職セミナー 大阪 梅田スカイビル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/hoiku/2681/

7/10 (月) 11:00-17:00 プレミアムジョブフェスタ 大阪 マイドーム大阪 大阪府 http://osakajobfair.com/event/detail/20170710-premium.php

7/14 (金) 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

7/15 (土) 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

7/15 (土) 11:00-16:00 適職・適社発見LIVE大阪 大阪 大阪府立国際会議場（グランキューブ大阪） リクナビ https://job.rikunabi.com/2018/contents/article/c~event~live~170715_osaka/r/

7/15 (土) 12:00-16:00 福祉の就職総合フェア2017 in OSAKA 大阪 インテックス大阪 大阪府社会福祉協議会 https://www.osakafusyakyo.or.jp/fcenter/Cms/public/topic/7

7/15 (土) 13:00-17:00 クローバー就職フォーラム 大阪 ＯＭＭビル クローバーナビ http://www.clover-navi.com/forum/20170715/

7/17 (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/2457/

7/22 (土) 09:50-18:00 合同企業面接会 大阪 インテックス大阪 リクナビ https://job.rikunabi.com/2018/contents/article/c~event~goumen~170722_osaka/r/

7/29 (土) 11:30-17:00 サーナ就職フェスタ 大阪 マイドーム大阪 ウェブサーナ https://www.web-sana.com/site/festa/index.php?area=osaka&no=O0080&tab=kaisai

7/29 (土) 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー 神戸 神戸サンボーホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2467/

 ２０１７年 ６～７月　合同企業説明会開催予定一覧＜学外＞
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