
 

日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

7/23 日 13:00-17:00 保育士　就職・転職フェア（小規模保育園） 大阪 阪急うめだホール (株)Ｓ・Ｓ・Ｍ http://www.ssmother.com/lp/fair2017/

7/24 月 13:30-15:30 神戸地域　介護・看護の就職相談（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/home/sintyaku_itiran/news_topics/event/_122124.html

7/24 月 14:00-18:00 Meets Company就活イベント 大阪 SOHO LINK 長堀 Meets Company https://event.meetscompany.jp/session/15435/

7/25 火 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/204

7/26 水 10:30-17:00 就職博（大阪） 大阪 ハービスホール あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt66&area=osaka&gos0726

7/26 水 13:00-16:00 夏の大卒者等就職面接会　AMAGASAKI 兵庫 尼崎市中小企業センター 尼崎市 http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/home/sintyaku_itiran/news_topics/event/_122086.html

7/27 木 10:30-17:00 就職博（大阪） 大阪 ハービスホール あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_dtl.aspx?p1=evt66&area=osaka&gos0727

7/27 木 14:00-18:00 Meets Company就活イベント 大阪 SOHO LINK 長堀 Meets Company https://event.meetscompany.jp/session/15435/

7/28 金 10:00-16:00 合同企業説明会　きんさん就職フォーラム 大阪 ハービスホール 近畿産業信用組合 http://www1.kinsan.co.jp/saiyou/html/seminar.html

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 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 兵庫 神戸サンボーホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2467/

7/30 日 13:00-17:00 保育士バンク就職・転職フェア 兵庫 神戸三宮東急REIホテル 保育士バンク http://www.hoikushibank.com/feature-segments/fair2017summer-hyogo?utm_source=ADGC0000N000509

8/1 火 13:00-16:30 兵庫県合同就職面接会 兵庫 神戸ポートピアホテル 兵庫県 https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr04/event/goudousyuusyokumensetsukai.html

8/1 火 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/

8/2 水 12:00-16:00 岸和田合同企業説明会 大阪 岸和田市立浪切ホール 岸和田市 http://www.city.kishiwada.osaka.jp/soshiki/43/gosetsu29.html

8/2 水 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~170802_kobe/r/

8/2 水 16:00-17:30 ９０分でわかる！自己分析（学年不問） 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

8/2 水 18:30-20:00 ９０分でわかる！企業研究（学年不問） 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

8/4 金 10:00-17:00 ドリームマッチジョブフェア２０１７ 大阪 マイドーム大阪 大阪府 http://osakajobfair.com/event/detail/20170804-dreammatch.php

8/4 金 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/2458/

8/5 土 11:00-16:00 適職・適社発見ＬＩＶＥ大阪 大阪 新大阪丸ビル別館 リクナビ https://job.rikunabi.com/2018/contents/article/c~event~live~170805_osaka/r/

8/5 土 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー 京都 京都市勧業館（みやこめっせ） マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2018/w/seminar/2447/

8/5 土 13:00-15:30 和歌山県日高地方Ｕターンフェア 和歌山 御坊市民文化会館 和歌山県経営者協会 http://w-keikyo.com/goudou/

8/6 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/2709/

8/9 水 16:00-17:30 ９０分でわかる！自己分析（学年不問） 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

8/9 水 18:30-20:00 ９０分でわかる！企業研究（学年不問） 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

8/15 火 16:30-17:30 ９０分でわかる！企業研究（学年不問） 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

8/15 火 18:30-20:00 ９０分でわかる！企業研究（学年不問） 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

8/17 木 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

8/18 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

8/21 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/205

8/21 月 13:00-17:00 きのくに人材Ｕターンフェア 和歌山 ホテルグランヴィア和歌山 和歌山県経営者協会 http://w-keikyo.com/fair/

8/22 火 10:30-17:00 就職博（大阪） 大阪 ハービスホール あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2018/events/evt_top.aspx?area=osaka

8/23 水 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=78

8/24 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=78

8/25 金 12:00-17:00 キャリタス就活フォーラム 京都 メルパルク京都 キャリタス https://job.career-tasu.jp/2018/event/detail/216

8/30 水 11:00-17:00 就職応援フェア（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/jigyo11.html

 ２０１７年 ７月～８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　2017-07-19
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