
日 時 タイトル 会場 主催 ＵＲＬ

3/11 月 10:00-17:00 企業発見＆選考準備★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~190311_osaka/r/?original=1&vos=r20ev02685

3/11 月 11:00-17:30 マイナビ就職ＥＸＰＯ 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/3903/

3/11 月 13:00-17:00 合同就職セミナー 京都 京都烏丸コンベンションホール スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2020/seminar/joint_recruit/1

3/12 火 10:00-18:00
クリ博就職フェスタ

マスコミ映像就職フェスタ
大阪 グランフロント大阪 クリ博ナビ https://www.kurihaku.jp/2020/event/show/id/61?utm_source=gosetsu&utm_medium=cpc&utm_campaign=festa_osas

3/12 火 11:00-16:00
ホンネで対話！

２００社が集まる合同企業説明会
京都 京都テルサ 滋賀県 https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt94&area=kyoto

3/12 火 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー 奈良 ホテル日航奈良 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/w/4106/

3/12 火 13:00-17:00 就活開幕★ＬＩＶＥ 兵庫 姫路商工会議所 リクナビ https://job.rikunabi.com/2020/contents/article/c~event~live~190312_himeji/r/?original=1

3/13 水 12:15-16:45 兵庫県北部合同企業説明会 大阪 グランフロント大阪 兵庫県 http://job-navi.city.toyooka.lg.jp/event/?news_id=549

3/13 水 13:00-17:00 社長と話せる合同企業説明会 京都 京都テルサ 京都中小企業家同好会 https://www.kyo-navi.com/

3/13 水 13:00-17:00 合同就職セミナー 兵庫 神戸サンボーホール スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2020/seminar/joint_recruit/4

3/13 水 13:30-16:30 滋賀就活フェア in 彦根 滋賀 ビバシティ彦根 彦根地区雇用対策協議会 http://www.hikone-kotaikyo.jp/info/190313/

3/14 木 10:30-17:00 就職博 滋賀 ホテルボストンプラザ草津 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt121&area=shiga&go200314

3/14 木 12:30-16:00 カイゴとフクシ就職フェア 滋賀 ペルテフォーリア 滋賀県社会福祉協議会 https://fair.fukushi.shiga.jp/

3/14 木 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー 奈良 奈良県産業会館 マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/w/4107/

3/14 木 13:00-16:30 就職フェア in KOBE 2020 兵庫 神戸商工会議所 兵庫県経営者協会 https://www.hpea.jp/article.php?id=110

3/14 木 13:00-17:00 福祉の就職総合フェア 兵庫 神戸コンベンションセンター 兵庫県社会福祉協議会 https://idc.disc.co.jp/hyogoweljinzai/

3/15 金 10:30-17:00 就職博 滋賀 ホテルボストンプラザ草津 あさがくナビ https://www.gakujo.ne.jp/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt121&area=shiga&go200315

3/16 土 11:00-16:00 福祉のおしごとフェア２０１９ 奈良 ジェイテクトアリーナ奈良 奈良県社会福祉協議会 http://nara-shakyo.jp/publics/index/101/&anchor_link=page101_140_704#page101_140_704

3/16 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 https://www.clover-navi.com/forum/20190316/

3/16 土 13:00-16:00 わかやま就職フェア in 大阪 大阪 大阪産業創造館 和歌山労働局 http://w-keikyo.com/goudou/

3/18 月 11:00-17:00 就職応援フェア　企業合同説明会 奈良 ホテル日航奈良 ならジョブカフェ http://www.chuokai-nara.or.jp/jigyo/01zenkoku/jigyo05.html

3/18 月 13:00-17:00 企業発見＆選考準備★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~190318_kobe/r/?original=1

3/18 月 13:00-17:30 新卒向け福祉就職フェア 大阪 ハービスホール フクシゴト https://fair.f2f.or.jp/osaka2019.html?utm_source=gosetsu_2020&utm_campaign=gosetsu_2020_osaka_0318

3/18 月 13:30-18:00 アクセス就職フェア 大阪 アクセス梅田フォーラム アクセス就活 https://job.ac-lab.jp/2020/front/jseminar/osaka.html?yid=225

3/19 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/2020/events/evt_dtl.aspx?p1=evt122&area=kyoto&go200319

3/20 水 13:00-17:00 外国人留学生のためのマイナビ就職セミナー 大阪 梅田センタービル マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/w/4195/

3/20 水 13:00-17:00 医療・福祉業界　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/2020/w/iryofukushi/3798/

3/22 金 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=O0091&tab=kaisai

3/22 金 13:00-16:30 滋賀・湖北就職セミナー 滋賀 滋賀県立文化産業交流会館 長浜商工会議所 http://www.mpd.jp/kohoku/

3/23 土 13:00-17:00 マイナビ就職セミナー　南大阪会場 大阪 なんばスカイオ マイナビ https://job.mynavi.jp/conts/event/2020/w/4105/

3/23 土 13:00-17:00 医療・福祉業界　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/iryofukushi/3800/

3/24 日 13:00-17:00 医療・福祉業界　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/2020/w/iryofukushi/3796/

3/25 月 10:30-17:00 就職博〔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

3/26 火 10:30-17:00 就職博〔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

3/26 火 13:00-17:00 合同就職セミナー 大阪 梅田センタービル スポーツフィールド https://job.sponavi.com/2020/seminar/joint_recruit/3

3/29 金 11:00-16:30 ファッション・アパレル合同就職セミナー２０２０ 大阪 グランキューブ大阪 ブランドキャリアジュニア https://www.bc-j.com/archives/4536/

２０１９年 ３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　2019-03-08
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