
管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

岩手
4月7日

13:00～16:00
北上・花巻地域合同就職ガイダンス

ホテルシティプラザ北上
（北上市）

平成24年３月卒業予定者、既卒者、
一般求職者も対象。

4月23日
13:30～16:00

ふるさと就職ガイダンス
アイドーム
（一関市）

既卒者、高卒新卒者、一般求職者、
Ｕ・Ｉターン希望者も対象。

5月20日
13:00～16:00

北上・花巻地域合同就職ガイダンス
ホテルグランシェール花巻
（花巻市）

平成24年３月卒業予定者、既卒者、
一般求職者も対象。

宮城
4月21、22日
13:00～17:00

みやぎ就職ガイダンス
仙台サンプラザホール
（仙台市）

平成24年３月卒業予定者、既卒者も対象。

秋田
3月18日

13:30～15:30
緊急新規大学等卒業者就職面接会

ホテルメトロポリタン秋田
（秋田市）

既卒者も対象。

5月9日
13:00～17:00

平成23年度秋田県合同就職面接会
秋田ビューホテル
（秋田市）

平成24年３月卒業予定者、既卒者も対象。

山形
4月28日

13:00～16:30
2012ハローワークやまがた学生就職ガイダンス

山形ビッグウイング
（山形市）

平成24年３月卒業予定者、既卒者も対象。

5月6日
13:00～16:30

2012ハローワークやまがた学生就職ガイダンス
いろり火の里　なの花ホール
（東田川郡）

平成24年３月卒業予定者、既卒者も対象。

福島
3月18日

13:30～16:00
平成22年度第2回須賀川地区合同就職面接
会

グランシア須賀川
（須賀川市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月23日
13:30～15:30

大卒者等就職ミニ面接会
ハローワーク郡山　会議室
（郡山市）

既卒者も対象。

茨城
3月18日

13:00～15:00
ミニ面接会

ハローワーク水戸
（水戸市）

事前登録要。
既卒者、高校新卒者も対象。

新潟
3月18日

13:30～16:00
おぢや・かわぐち・うおぬま就職ガイダンス
2012

サンプラザ（小千谷市総合産業会館）
（小千谷市）

既卒者も対象。

3月19日
13:00～16:00

糸魚川市内企業求人説明会
ヒスイ王国館
（糸魚川市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月24日
13:30～16:00

南魚沼就職ガイダンス2012
サンライズ南魚沼
（南魚沼市）

既卒者も対象

4月15日
13:30～16:00

県央地区就職ガイダンス2012
燕三条地場産業振興センターメッセピア
（三条市）

既卒者も対象

4月18日
13:30～16:00

長岡就職ガイダンス2012
ハイブ長岡
（長岡市）

既卒者も対象

5月16日
13:00～16:00

大学等合同企業説明会
朱鷺メッセ
（新潟市）

既卒者も対象

山梨
4月26日

13:00～16:00
2012やまなし学生就職面接会

ベルクラシック甲府
（甲府市）

平成24年３月卒業予定者、既卒者も対象。

岐阜
3月18日

13:00～16:00
ミニ企業説明会

岐阜県県民ふれあい会館
（岐阜市）

既卒者も対象。

3月22日
13:00～16:00

ミニ企業説明会
岐阜県県民ふれあい会館
（岐阜市）

既卒者も対象。

3月24日
13:30～16:00

ミニ企業説明会
岐阜県県民ふれあい会館
（岐阜市）

既卒者も対象。

3月28日
13:00～16:00

ミニ企業説明会
岐阜県県民ふれあい会館
（岐阜市）

既卒者も対象。

3月29日
13:00～16:00

ミニ企業説明会 岐阜県県民ふれあい会館 既卒者も対象。

4月1日
13:30～16:00

2012新規学卒者飛騨地域就職ガイダンス
高山市民文化会館
（高山市）

事前登録要。
既卒者も対象。

4月20日
10:00～15:00

関・美濃地区合同会社説明会
わかくさプラザ
（関市）

既卒者も対象。

4月28日
13:30～16:00

2011春飛騨地域就職ガイダンス
高山市民文化会館
（高山市）

事前登録要。
既卒者も対象。

静岡
3月18日

13:00～16:00
未就職卒業者・既卒者就職面接会

グランシップ10階
（静岡市）

既卒者、高校新卒者も対象。

3月23日
13:45～16:30

若年者就職面接会
アクトシティ浜松コングレスセンター
（浜松市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

4月26日
13:00～17:00

富士地区合同企業ガイダンス２０１１
ふじさんめっせ
（富士市）

平成24年３月卒業予定者、既卒者も対象。

愛知
3月18日

10:30～17:00
就職博（株式会社学情主催）

明治安田生命名古屋ビル
（名古屋市）

平成24年3月卒業予定者も対象。
URL:http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/n
agoya/index.html

滋賀
5月19日

14:00～16:00
彦根地区合同企業説明会

ひこね燦パレス
（彦根市）

既卒者、平成24年３月卒業予定者も対象。

京都
3月21、22日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
メルパルク京都
（京都市）

平成24年3月卒業予定者も対象。
URL:http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/k
yoto/index.html

大阪
3月18日

13:30～16:00
新卒者・３年以内既卒者を対象とした
応援就職面接会

街の駅クレアホール・フセ
（東大阪市）

既卒者、高校新卒者も対象。

3月18日
14:00～16:00

平成23年3月学校卒業者面接選考会
ハローワーク大阪西会議室
（大阪市）

既卒者、高校新卒者も対象。

3月23日
13:00～15:00

ミニ面接会
ハローワーク池田
（池田市）

既卒者、高校新卒者も対象。

平成23年３月卒業予定大学生等対象就職面接会、企業説明会等開催予定表

※平成23年３月18日以降５月末までに開催予定の大学生等を対象とした就職面接会、企業説明会等を掲載しています。（計50回）
※地震の影響等により変更や実施しない可能性もありますので、詳細については各都道府県労働局、民間主催のイベントに関して
　は主催社にお問い合わせください。
※各都道府県労働局のホームページに参加企業等の情報を順次掲載しております。管轄労働局名をクリックすると各都道府県労働局
　のホームページを閲覧することができますので、ご参照ください。 (面接会が終了次第、参加企業等の情報の掲載も終了します。）

（別添）
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http://www.miyarou.go.jp/
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/
http://www.yamagata-rodo.go.jp/
http://www.iwate-roudou.go.jp/
http://dream-match.jp/search/dml.html
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/
http://www.y-roudoukyoku.go.jp/
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/nagoya/index.html
http://www2.aichi-rodo.go.jp/index.html
http://www.shiga-roudou.go.jp/
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/kyoto/index.html
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/index.html
http://osaka-rodo.go.jp/


管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

兵庫
4月9日

13:30～16:30
就職フェアinたんば

丹波市立柏原公民館
（丹波市）

既卒者、高校新卒者、24年3月卒業予定者、
若年求職者、U・Iターン希望者も対象。

4月１9日
13:30～16:00

2011JOBフェアin播磨
加古川プラザホテル
（加古川市）

既卒者、24年３月卒業予定者も対象。

4月21日
13:30～16:00

ＳＥＬＥＣＴＩＯＮはりま
姫路市内ホテル
（姫路市）

既卒者、24年３月卒業予定者も対象。

4月23日
13:30～16:00

淡路島内求人企業合同説明会
洲本市文化体育館
（洲本市）

既卒者、24年３月卒業予定者も対象。

5月6日
13:00～16:00

セレクションインたじま
（大学等就職面接相談会）

ＨＯＴＥＬ　ＫＯＳＨＯ
（豊岡市）

既卒者、24年３月卒業予定者も対象。

和歌山
4月18日

12:00～16:00
第34回きのくに人材Ｕターンフェア

ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山市）

既卒者、24年３月卒業予定者も対象。

鳥取
5月18日

13:00～16:30
とっとり就職フェア2011・5月（鳥取会場）

鳥取産業体育館
（鳥取市）

既卒者、24年３月卒業予定者、高校新卒者、
一般求職者も対象。

5月19日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2011・5月（倉吉会場）
倉吉体育文化会館
（倉吉市）

既卒者、24年３月卒業予定者、高校新卒者、
一般求職者も対象。

5月20日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2011・5月（米子会場）
米子コンベンションセンター
（米子市）

既卒者、24年３月卒業予定者、高校新卒者、
一般求職者も対象。

広島
4月14日

13:00～17:00
2011年就職ガイダンスＰａｒt２

福山ニューキャッスルホテル
（福山市）

既卒者、平成24年３月卒業予定者も対象。

長崎
4月13日

13:00～16:00
長崎県既卒3年・若年者合同企業面談会

長崎市民体育館
(長崎市)

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

4月14日
13:00～16:00

長崎県既卒3年・若年者合同企業面談会
佐世保市体育文化館
（佐世保市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

宮崎
4月23日

13:00～16:00
平成23年度宮崎県ふるさと就職説明会
東京会場

都道府県会館１階
（東京都千代田区）

既卒者、平成24年３月卒業予定者、Ｕ・Ｉター
ン希望者も対象。
URL:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

5月14日
13:00～16:00

平成23年度宮崎県ふるさと就職説明会
大阪会場

大阪駅前第3ビル17階
（大阪市北区）

既卒者、平成24年３月卒業予定者、Ｕ・Ｉター
ン希望者も対象。
URL:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

5月28日
13:00～16:00

平成23年度宮崎県ふるさと就職説明会
福岡会場

天神ビル11階
（福岡市中央区）

既卒者、平成24年３月卒業予定者、Ｕ・Ｉター
ン希望者も対象。
URL:http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
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http://www.roudoukyoku.go.jp/
http://www.kana-rou.go.jp/
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/
http://www.wakayama.plb.go.jp/
http://www.tottori-rodo.go.jp/
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/
http://www.nagasaki.plb.go.jp/
http://www.miyazaki.plb.go.jp/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/

	名称未設定



