
日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

8/7 火 11:00-16:00 企業発見＆選考準備ＬＩＶＥ 大阪 新大阪丸ビル リクナビ https://job.rikunabi.com/2019/contents/article/c~event~live~180807_osaka/r/?original=1

8/8 水 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/18

8/10 金 12:30-16:00 夏の大卒者等合同企業説明会 兵庫 尼崎市中小企業センター 尼崎市 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/home/sintyaku_itiran/news_topics/event/_122717_00014.html

8/11 土 13:00-16:00 Ｕターンフェア in 田辺 和歌山 ガーデンホテルハナヨ 田辺商工会議所 http://www.aikis.or.jp/~t-cci/uturn/

8/12 日 13:00-15:30 福祉　介護　保育のしごとフェア 和歌山 ガーデンホテルハナヨ 田辺市社会福祉協議会 http://www.wakayama-uiturn.jp/fair/%E7%A6%8F%E7%A5%89-%E4%BB%8B%E8%AD%B7-%E4%BF%9D%E8%82%B2%E3%81%AE%E3%81%97%E3%81%94%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2

8/16 木 09:30-16:30 正社員チャレンジ 京都 京都テルサ 京都ジョブパーク http://www.langate.co.jp/kyoto-s/form/kyusyoku-m.html

8/16 木 13:30-16:30 滋賀ジョブフェア 滋賀 びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県 http://www.shiga-yjob.com/interview/fair0816.html

8/17 金 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 奈良県中小企業団体中央会 http://www.chuokai-nara.or.jp/jigyo/01zenkoku/jigyo05.html

8/20 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/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt142&area=kyoto&go190820

8/20 月 13:00-15:30 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/goudou/

8/21 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/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt142&area=kyoto&go190821

8/21 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=evt143&area=osaka

8/22 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/2019/events/evt_dtl.aspx?p1=evt143&area=osaka

8/24 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/2019/event/detail/181/

8/25 土 11:00-17:00 ＯＳＡＫＡジョブマッチ 大阪 ＯＳＡＫＡしごとフィールド 大阪府 http://shigotofield.jp/events/180825_osakajobmatch/

8/25 土 12:00-16:00 キャリタス福祉フォーラム 大阪 梅田スカイビル キャリタス https://job.career-tasu.jp/2019/event/detail/310/

8/26 日 13:00-16:00 ＢＡＢＹ ＪＯＢ 兵庫保育転職フェア 兵庫 生田神社会館 ＢＡＢＹ ＪＯＢ http://event.baby-job.com/

8/28 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/2019/event/detail/183/

9/3 月 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/2019/w/seminar/3326/

9/6 木 10:30-17:30 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_top.aspx?area=osaka

9/6 木 14:00-17:00 ＵＩＪターン就職フェア 大阪 パークスタワー 京都ジョブパーク http://www.langate.co.jp/kyoto-s/form/kyusyoku-g.html

9/7 金 10:30-17:30 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_top.aspx?area=osaka

9/7 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/0000043456.html

9/10 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/2019/events/evt_top.aspx?area=kyoto

9/11 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/2019/events/evt_top.aspx?area=kyoto

9/14 金 10:30-17:00 さかいジョブマッチ交流会 大阪 サンスクエア堺 さかいJOBステーション http://www.sakai-jobstation.jp/seminar.php?eid=00328

9/15 土 10:30-17:00 さかいジョブマッチ交流会 大阪 サンスクエア堺 さかいJOBステーション http://www.sakai-jobstation.jp/seminar.php?eid=00328

9/15 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 サーナ https://www.web-sana.com/site/festa/index.php?area=osaka&no=O0088&tab=kaisai

9/20 木 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/2019/event/detail/184/

9/22 土 13:00-17:00 クローバー就職フォーラム（障がい者） 大阪 ＯＭＭビル クローバーナビ http://www.clover-navi.com/forum/20180922/

9/24 月 12:00-16:00 京都南部ジョブ博 京都 文化パルク城陽 京都ジョブパーク https://www5.city.kyoto.jp/kigyo/kg_104.cgi?CT=20&SID=196

9/24 月 13:00-16:00 ＢＡＢＹ ＪＯＢ 大阪保育転職フェア 大阪 梅田スカイビル ＢＡＢＹ ＪＯＢ http://event.baby-job.com/

9/29 土 10:00-16:30 農業就職・転職ＬＩＶＥ 大阪 コングレコンベンションセンター リクルートジョブズ http://shin-nougyoujin.hatalike.jp/schedule/

9/30 日 13:00-17:00 保育のお仕事就職フェア 大阪 梅田スカイビル 保育のお仕事 https://hoiku-shigoto.com/fair20180930/
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