
日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

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

2/20 水 13:00-19:00 わかやま就職応援　企業研究会&交流会 大阪 阪急グランドビル 和歌山労働局 http://w-keikyo.com/goudou/

2/22 金 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム
業界・企業大研究 大阪 大阪南港ＡＴＣホール キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/130/

2/22 金 13:00-16:00 業界研究！　職業理解！　２０１９ 大阪 ホテルグランヴィア大阪 大阪労働局 http://partner.lec-jp.com/ti/jakunen-oosaka/fair/

2/24 日 13:00-17:00 保育のお仕事＆栄養士のお仕事　転職・就職フェア 大阪 梅田スカイビル 保育のお仕事 https://hoiku-shigoto.com/fair/umeda0224

2/26 火 10:00-13:00 就活ソニック 大阪 ハービスホール 大阪府 http://osakajobfair.com/event/detail/sonic2019.php

2/26 火 12:10-18:00 ONE CAREER EXPO in KYOTO 京都 京都市勧業館 ONE CAREER https://www.onecareer.jp/lp/20_028/kyoto/20_028.html?utm_source=Gosetsu&utm_medium=referral&utm_campaign=201902_EXPO_KYOTO&waad=UOFAgcPz

2/28 木 10:30-17:00 就職博　就活準備編 大阪 グランフロント大阪 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt65&area=osaka&gos0228

2/28 木 11:00-17:30 みん就フォーラム in 大阪 大阪 ハービスホール Rakuten みん就 https://www.nikki.ne.jp/event/2019022803?scid=we_cp_portgo_event0228_

3/1 金 10:00-17:00 就活開幕★ＬＩＶＥ 大阪 インテックス大阪 リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~19030102_osaka/r/?original=1&vos=r20ev02668

3/1 金 10:00-18:00 スーパービジネスフォーラム 大阪 グランフロント大阪 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt73&area=osaka&gos0301

3/1 金 11:00-17:30 マイナビ就職ＥＸＰＯ 京都 京都市勧業館 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3897/

3/1 金 10:00-17:00 理系学生のための企業発見★ＬＩＶＥ 大阪 インテックス大阪 リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~190301_osaka_rk/r/?original=1

3/1 金 11:00-17:30 理系学生のためのマイナビ就職ＥＸＰＯ 大阪 グランキューブ大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3899/

3/1 金 11:00-17:00 キャリタス就活フォーラム 大阪 ハービスホール キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/145/

3/1 金 12:00-17:00 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/2020/w/4115/

3/1 金 12:00-16:00 就活開幕★ＬＩＶＥ 滋賀 クサツエストピアホテル リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~190301_shiga/r/?original=1

3/1 金 13:00-17:00 マイナビ就活セミナー 和歌山 和歌山ビッグホエール マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/w/4108/

3/2 土 10:00-17:00 就活開幕★ＬＩＶＥ 大阪 インテックス大阪 リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~19030102_osaka/r/?original=1&vos=r20ev02668

3/2 土 11:00-17:30 理系学生のためのマイナビ就職ＥＸＰＯ 大阪 グランキューブ大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3899/

3/2 土 13:00-17:00 薬学生のための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/2020/w/yak/3568/

3/2 土 13:30-16:00 若手農家×料理人　食べて感じる農家の魅力 大阪 グルメスタジオフーバー 農援隊 https://pasona-nouentai.co.jp/event/164

3/3 日 12:00-17:00 キャリタス就活フォーラム 京都 京都市勧業館 キャリタス https://job.career-tasu.jp/2020/event/detail/112/

3/3 日 13:00-16:00 BABY JOB 大阪保育就職・転職フェア 大阪 梅田スカイビル BABY JOB http://event.baby-job.com/

3/4 月 11:00-17:30 マイナビ就職ＥＸＰＯ 大阪 インテックス大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3898/

3/4 月 11:00-16:30 ひょうご就職サミット 兵庫 神戸サンボーホール Jobway https://www.jobway.jp/member/meet/view/cdpref/28/idmeet/69319

3/4 月 11:00-17:00 就活開幕★ＬＩＶＥ 京都 国立京都国際会館 リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~190304_kyoto/r/?original=1

3/5 火 11:00-17:30 マイナビ就職ＥＸＰＯ 大阪 インテックス大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3898/

3/5 火 13:00-17:00 就活開幕★ＬＩＶＥ 兵庫 神戸サンボーホール リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~190305_kobe/r/?original=1

3/5 火 13:00-16:00 わかやま就職フェア in 京都 京都 京都テルサ 和歌山労働局 http://w-keikyo.com/goudou/

3/6 水 10:30-18:00 スーパービジネスフォーラム 京都 国立京都国際会館 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt75&area=kyoto&go200306

3/6 火 11:00-17:30 マイナビ就職ＥＸＰＯ 大阪 インテックス大阪 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/expo/3900/

3/6 水 12:00-17:00 合同就職セミナー 大阪 グランキューブ大阪 Sportsfield https://job.sponavi.com/2020/seminar/joint_recruit/2

3/6 水 13:00-17:00 就活開幕★ＬＩＶＥ 和歌山 和歌山ビッグ愛 リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~190306_wakayama/r/?original=1

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　2019-02-18
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