
★『合説どっとこむ』からも
たくさんの合説がチェックできますよ！

HPはこちら↓
（URL：http://www.gosetsu.com/2015/）

地域 日程 名称 場所 時間 備考 URL

4/21 体育会合同会社説明会 ホテルグランヴィア大阪20F 13：00～17：00 体育会ナビ2015 http://taiikukai.net/2015/in
dex.php

4/23 CareerForum 梅田センタービル 11：00～17：00 日経就職NAVI https://job.nikkei.co.jp/201
5/top/

4/23 Meets Company就活イベント【IN大阪】 TKP大阪梅田ビジネスセンター  14：00～18：00 (株)DYM http://event.meetscompan
y.jp/decision/1553/

4/25 福祉のしごと合同面接会 大阪社会福祉指導センター 13：00～16：00 (福)大阪府社会福祉協議会 http://www.osakafusyakyo.
or.jp/fcenter/

5/2 スピード内定選考会 (株)アイデム西本町ビル 13：30～17：00 (株)アイデム http://smartagent.jp/shins
otsu/

5/8 マイナビ就職セミナー 大阪梅田ハービスホール 11：00～17：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

5/10 宮崎県ふるさと就職説明会 大阪駅前第3ビル17階 13：00～16：00 宮崎県・宮崎労働局
http://www.pref.miyazaki.lg.
jp/shoukou/rodo/koyo/f-
setu/page00232.html

5/12.13 就職博 ハービスOSAKA 10：30～17：00 朝日学情ナビ https://www.gakujo.ne.jp/2
015/

5/15 Careerforum 梅田クリスタルホール 11：00～17：00 日経就職NAVI https://job.nikkei.co.jp/201
5/top/

5/25 リクナビLIVE大阪 大阪国際会議場 11：00～16：00 リクナビ http://job.rikunabi.com/201
5/

4/21 JOBフェアin播磨2014 加古川プラザホテル 13：30～16：00 加古川公共職業安定所

http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/n
ews_topics/topics/_120000.ht
ml

5/2 セレクションインたじま HOTEL　KOSHO 13：00～16：00 ハローワーク豊岡

http://hyogo-
roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/n
ews_topics/topics/_120011.ht
ml

5/17 兵庫合同企業説明会 神戸市産業振興センター 12：00～16：00 兵庫県中小企業家同友会 http://hyogo.jobway.jp/

5/22 合同就職セミナー　ＧｏｏｄＪｏｂはりま 姫路商工会議所 13：00～16：00 はりまっち
http://www.hari-
match.com/2015/

5/29 企業・大学・学生マッチングin HIMEJI 兵庫県立大学
姫路工学キャンパス

12：30～17：00 姫路市
http://www.city.himeji.lg.jp/
s60/2212094/_10365.html

5/30 マイナビ就職セミナー　神戸会場 神戸サンボーホール 13：00～17：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

5/7 マイナビ就職セミナー　京都会場 京都産業会館 13：00～17：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

5/8.9 就職博 メルパルク京都 10：30～17：00 朝日学情ナビ http://www.gakujo.ne.jp/20
15/

5/14 マイナビ就職セミナー　滋賀会場 クサツエストピアホテル 13：00～17：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

5/16 CareerForum メルパルク京都 12：00～17：00 日経就職NAVI https://job.nikkei.co.jp/201
5/top/

5/17 リクナビLIVE 京都 京都産業会館 11：00～16：00 リクナビ http://job.rikunabi.com/201
5/

4/19 マイナビ就職セミナー 広島県基町クレド
NTTクレドホール

12：00～16：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

4/19 マイナビ就職セミナー山口会場 山口県維新百年記念公園 13：00～17：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

4/20 リクナビＬＩＶＥ岡山 岡山コンベンションセンター
ママカリフォーラム

13：00～17：00 リクナビ http://job.rikunabi.com/201
5/

4/26 2015新卒合同企業説明会 高松シンボルタワー 12：30～16：30 香川県中小企業家同友会 http://www.jobway.jp/mem
ber/index.php

5/10 リクナビLIVE　広島 広島国際会議場 13：00～17：00 リクナビ http://job.rikunabi.com/201
5/

5/14 合同会社説明会 岡山コンベンションセンター 13：00～16：00 就ナビ http://shunavi.jp/2015/

5/16 RUN2015合同企業説明会 広島国際会議場 13：00～17：00 広島県中小企業家同友会 http://www.jobway.jp/mem
ber/index.php

5/17 マイナビ就職セミナー岡山会場 岡山コンベンションセンター
ママカリフォーラム

12：00～16：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

5/24 2015新卒合同企業説明会 高松シンボルタワー 12：30～16：30 香川県中小企業家同友会 http://www.jobway.jp/mem
ber/index.php

5/24 マイナビ就職セミナー広島会場 広島県基町クレド
NTTクレドホール

12：00～16：00 マイナビ http://job.mynavi.jp/2015

5/30 合同企業説明会 岡山コンベンションセンター
ママカリフォーラム

13：30～16：00 岡山県中小企業家同友会 http://www.jobway.jp/mem
ber/index.php

新4年生対象　合同企業説明会
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◆詳細は必ず各自で確認してから行く事◆

　　　　　2014/4/18 キャリアサポート室
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