
日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

1/12 土 10:00-17:00 インターンシップ＆仕事研究ＬＩＶＥ 大阪 グランフロント大阪ナレッジキャピタル リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~prelive~19011213_osaka/r/?original=1

1/12 土 11:00-17:00 インターンシップ博〔大阪〕 大阪 梅田センタービル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/?area=osaka

1/12 土 12:00-17:00 マイナビインターンシップフェア 京都 京都市勧業館 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/pre/is/3727/

1/12 土 12:00-17:00 マイナビインターンシップフェア 神戸 神戸コンベンションセンター マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/pre/is/3734/

1/13 日 10:00-17:00 インターンシップ＆仕事研究ＬＩＶＥ 大阪 グランフロント大阪ナレッジキャピタル リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~prelive~19011213_osaka/r/?original=1

1/14 月 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム　インターンシップ＆仕事研究 大阪 梅田センタービル キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/52/

1/14 月 12:00-17:00 マイナビインターンシップフェア 滋賀 クサツエストピアホテル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/pre/is/3729/

1/16 水 13:00-17:00 スポナビキャリアセミナー 大阪 松下ＩＭＰホール スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2020/seminar/career/12

1/26 土 12:00-17:00 キャリタス就活フォーラム　インターンシップ＆仕事研究 滋賀 草津商工会議所 キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/111/

1/27 日 13:00-17:00 保育士バンク！就職・転職フェア 大阪 梅田センタービル 保育士バンク https://www.hoikushibank.com/fair/fair2018winter-osaka01?utm_source=ADGC0000N000004

2/2 土 11:00-17:30 みん就フォーラム in 大阪 大阪 マイドーム大阪 Rakuten みん就 https://www.nikki.ne.jp/event/2019020206?scid=we_cp_portgo_event0202_

2/2 土 13:00-17:00 薬学生のための就活準備EXPO 大阪 グランキューブ大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/pre/yak/3555/

2/3 日 10:30-17:00 インターンシップ博〔京都〕 京都 メルパルク京都 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt51&area=kyoto&go200203

2/3 日 11:00-17:30 みん就フォーラム in 大阪 大阪 マイドーム大阪 Rakuten みん就 https://www.nikki.ne.jp/event/2019020206?scid=we_cp_portgo_event0202_

2/3 日 12:00-17:00 業界＆仕事研究LIVE 京都 国立京都国際会館 リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~prelive~190203_kyoto/r/?original=1

2/4 月 10:30-17:00 インターンシップ博〔京都〕 京都 メルパルク京都 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt51&area=kyoto&go200204

2/4 月 11:00-17:00 マイナビ業界研究EXPO 大阪 インテックス大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3826/

2/6 水 12:00-17:00 マイナビ業界研究フェア 京都 京都市勧業館 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3856/

2/7 木 11:30-15:00
企業主導型保育施設と出会える！

説明会＆保育のおしごと研究会
大阪 エル・おおさか 大阪府 http://shigotofield.jp/hoikunoosigoto

2/9 土 12:00-17:00 マイナビ業界研究フェア 兵庫 神戸コンベンションセンター マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3857/

2/10 土 11:00-16:00 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/2020/event/detail/322/

2/10 日 11:00-17:00 インターンシップ博〔大阪〕 大阪 グランフロント大阪 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/?area=osaka

2/10 日 13:00-17:00
キャリタス就活フォーラム　中国U/Iターン

インターンシップ＆仕事研究
大阪 梅田スカイビル キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/41/

2/11 月 11:00-17:00
キャリタス就活フォーラム　金融業界

インターンシップ＆仕事研究
大阪 梅田センタービル キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/117/

2/11 月 11:00-17:00 インターンシップ博〔大阪〕 大阪 グランフロント大阪 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/?area=osaka

2/11 月 12:00-16:00
キャリタス就活フォーラム　四国U/Iターン

インターンシップ＆仕事研究
大阪 梅田スカイビル キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/42/

2/12 火 10:00-17:00 業界＆仕事研究LIVE 大阪 大阪南港ＡＴＣホール リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~prelive~19021213_osaka/r/?original=1

2/12 火 10:00-16:00 笑顔になれる就活START UP EVENT 関西ジョブフェア 大阪 ハービスホール 経済産業省 http://osakajobfair.com/event/detail/2019212-kansaijob.php

2/12 火 12:00-17:00
キャリタス就活フォーラム

インターンシップ＆仕事研究
京都 京都市勧業館 キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/57/

2/13 水 10:00-17:00 業界＆仕事研究LIVE 大阪 大阪南港ＡＴＣホール リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~prelive~19021213_osaka/r/?original=1

2/14 木 13:00-17:00
キャリタス就活フォーラム

インターンシップ＆仕事研究
兵庫 ラッセホール キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/75/

2/19 火 10:30-17:00 街づくりフォーラム in 大阪〔不動産開発業界〕 大阪 梅田センタービル あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt33&area=osaka&gos0219

2/20 水 10:00-12:40 就活直前セミナー in 京都〔映画・マスコミ業界〕 京都 立命館大学　衣笠キャンパス クリ博ナビ https://www.kurihaku.jp/2020/special/kyoto.html?utm_source=gosetsu&utm_medium=cpc&utm_campaign=kyotos

２０１９年 １月～２月　２０２０卒対象 就活イベント開催予定一覧＜学外＞

1/1 大阪大谷大学就職課　2019-01-08
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