
日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

5/7 月 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/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt96&area=osaka

5/8 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/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt96&area=osaka

5/10 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/2019/events/evt_top.aspx?area=kyoto

5/11 金 10:30-17:00 就職博〔京都〕 滋賀 クサツエストピアホテル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3312/

5/11 金 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　 大阪 梅田スカイビル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/hoiku/3459/

5/11 金 14:00-16:00 会社説明会／面接会 大阪 八尾商工会議所 八尾市 http://www.city.yao.osaka.jp/0000042132.html

5/12 土 11:00-16:00 企業発見＆選考準備LIVE　大阪 大阪 ＯＭＭビル リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180512_osaka/r/?original=1

5/13 日 13:00-17:00 マイナビ医療・福祉業界就職セミナー　京都会場 京都 京都烏丸コンベンションホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/iryofukushi/3111/

5/13 日 13:00-17:00 マイナビ医療・福祉業界就職セミナー　神戸会場 兵庫 ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ神戸 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/iryofukushi/3116/

5/13 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/2019/w/hoiku/3459/

5/13 日 13:30-16:30 病院限定ファーネットラボ（薬剤師） 大阪 TKP大阪堺筋本町カンファレンスセンター ファーネット https://2019.pha-net.jp/event/introduce/at/event0010/#event_id_21

5/15 火 10:30-16:00 就職博〔滋賀〕 滋賀 クサツエストピアホテル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_top.aspx?area=shiga

5/15 火 11:00-17:00 就職博〔神戸〕 神戸 神戸サンボーホール あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_top.aspx?area=hyogo

5/16 水 10:30-16:00 就職博〔滋賀〕 滋賀 クサツエストピアホテル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_top.aspx?area=shiga

5/16 水 11:00-17:00 就職博〔神戸〕 神戸 神戸サンボーホール あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_top.aspx?area=hyogo

5/19 土 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 https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3319/

5/19 土 12:00-16:00 企業発見＆選考準備LIVE　神戸 兵庫 神戸サンボーホール リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180519_kobe/r/?original=1

5/23 水 10:30-17:00 就職博〔大阪〕 大阪 梅田センタービル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt111&area=osaka&gos0523

5/24 木 10:30-17:00 就職博〔大阪〕 大阪 梅田センタービル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt111&area=osaka&gos0523

5/24 木 12:30-17:00 兵庫の企業セレクション 兵庫 生田神社会館 神戸新聞 https://www.kobe-np.co.jp/info/fair_kobe/

5/26 土 11:30-17:00 サーナ就職フェスタ（障がい者） 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=O0086&tab=kaisai

5/26 土 11:00-16:00 福祉就職フェア２０１８ 大阪 あべのハルカス 大阪府社会福祉協議会 https://job-gear.net/fukushifair/

5/27 日 13:00-17:00 マイナビ保育士就職セミナー 京都 京都烏丸コンベンションホール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/hoiku/3458/

5/28 月 13:00-17:00 合同就職セミナー（体育会系） 大阪 京橋TWIN21　MDタワー スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2019/seminar/joint_recruit/15

5/29 火 11:00-17:00 みなと就職応援イベント IN HYOGO 兵庫 神戸サンボーホール みなと銀行 https://www.gakujo.ne.jp/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt129&area=hyogo

5/31 木 12:00-17:00 奈良県縦断！　就活祭　企業合同説明会 奈良 奈良県文化会館 奈良県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-nara.or.jp/jigyo/01zenkoku/jigyo06.html

6/7 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/2019/events/evt_top.aspx?area=kyoto

6/8 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/2019/events/evt_top.aspx?area=kyoto

6/14 木 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　京都会場 京都 みやこメッセ マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3315/

6/15 金 13:00-17:0 近畿ブロック外国人留学生就職支援ﾌｪｽﾀ2018 大阪 大阪府立体育館 大阪外国人雇用ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home/ryugakusei/20180615.html

6/16 土 13:00-17:00 保育のお仕事＆栄養士のお仕事就職フェア大阪 グランフロント大阪 保育のお仕事 https://hoiku-shigoto.com/fair20180616/

6/18 月 10:00-17:00 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/2019/event/detail/172/

6/19 火 12:00-17:00 奈良県縦断！　就活祭　企業合同説明会 奈良 奈良県産業会館 奈良県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-nara.or.jp/jigyo/01zenkoku/jigyo06.html

6/23 土 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 https://job.mynavi.jp/conts/event/2019/w/seminar/3320/

２０１８年 ５月～６月　２０１９卒対象 就活イベント開催予定一覧＜学外＞
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