（別紙４）

平成27年３月卒業予定高校生対象就職面接会、企業説明会等開催予定表
※平成27年1月20日以降開催予定の高校生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。（56回）
※変更の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。）
管轄労働局

北海道
岩手

開催日時

2月10日
11：00～15：00

イベント名

開催場所

新規学校卒業者就職面接会

札幌パークホテル（札幌市）

1月22日

二戸地域合同就職面談会 就職フェア2015

二戸ロイヤルパレス（二戸市）

2月5日

合同就職面接会 ＷｉｎｔｅｒＣｈａｎｃｅ２０１５

リアスホール（大船渡市）

ふるさと就職ガイダンス 釜石会場

ホテルサンルート釜石（釜石市）

宮古・下閉伊地区ふるさと就職面談会

宮古市民総合体育館シーアリーナ（宮古市）

平成27年3月新規高等学校卒業者第２回就職面接会

仙台市情報・産業プラザ ネ！ットU
多目的ホール（アエル5階）（仙台市）

2月9日
13:30～15:00
2月28日
宮城

2月6日
13:00～15:30

秋田

1月28日

総合就職面接会inのしろ

プラザ都(能代市)

2月5日

湯沢市合同就職面接会

湯沢ロイヤルホテル（湯沢市）

山形
群馬
埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟
福井
山梨
長野

2月10日
13:00～16:00
2月12日
13：00～16：00
1月21日
13:00～16:00
1月23日
13:30～15:30
1月29日
13:00～16:00
2月5日
13:00～16:00
2月24日
13:00～16:00
1月21日
13：00～16：00
1月23日
13：30～16：00
2月5日
12：00～16：00
1月28日
14:00～16：00
2月3日
13：00～16：00
2月4日・6日
15:00～17:00
2月6日
12:30～16:00
2月12日
14:00～16：0０
2月13日
14:00～17：0０
3月6日
13：30～16：00
1月20日
13:00～16：00
2月5日
13：00～16：00
1月20日
13:00～16:00
2月25日
13:30～16:00
2月17日
13:00～16:00
2月6日
13:30～16:00
2月6日
13:00～16:00
2月13日

静岡
大阪
兵庫

1月29日
13：30～16：00
2月5日
12：00～16：00
2月18日
13:30～15:30
2月18日
13:00～15:00
2月19日
13:00～15:30
2月24日
13:00～16:00
2月26日
13:00～16:00
3月14日

和歌山

鳥取

岡山

1月29日
13:00～15:30
2月20日
13:00～16:00
2月4日
13：00～16：00
2月5日
第一部10：00～12：30
第二部13：30～16：00
2月25日
13:30～16:00

２０１５．０２YAMAGATAハローワーク就職面接会
ヤングハローワーク ２０１５ 就職面接会

備考
大学等合同

学校を通じて申込

山形国際交流プラザ（ビッグウイング）
（山形市）
ヤマダグリーンドーム前橋
サブイベントエリア（前橋市）

若者就職面接会

上尾市文化センター(上尾市)

行田地域就職面接会

羽生市民プラザ１Fイベントホール(羽生市)

第２回 高校生就職面接会

大宮ソニックシティ 地下展示場(さいたま市)

若者就職面接会

富士見市民文化会館
キラリふじみマルチホール(富士見市)

高校生・大卒等合同就職面接会

大宮ソニックシティ 地下展示場(さいたま市)

新規高卒者ミニ面接会

ハローワーク千葉（千葉市）

平成２６年度 新規高等学校卒業予定者ミニ面接会

成田市加良部公民館（成田市）

いちかわ若者就職面接会

市川グランドホテル（市川市）

保育面接会

ハローワーク八王子会議室（八王子市）

すみだ 介護のおしごと会社説明会

すみだ女性センター（墨田区）

若者応援企業限定 2015若者応援面接会ｉｎ池袋<高校生>

ハローワーク池袋本庁舎5階（豊島区）

就職フェアin北とぴあ ❆冬❆

北とぴあ地下展示ホール（北区）

福祉の就職説明会＆面接会

ハローワーク八王子会議室（八王子市）

まだ間に合う！4月入社！！ 高校生のための就職面接会

東京新卒応援ハローワーク 出会いのフロア
（新宿区）

かつしか・すみだ就職面接会

かつしかシンフォニーヒルズ（葛飾区）

予約制

高校生就職フェアPart3

新都市ホール（横浜市）

教諭、保護者も対象

第2回湘南・西湘高卒者企業説明会

平塚プレジール（平塚市）

2015にいがた就職ガイダンス

朱鷺メッセ（新潟市）

ハローワーク就職応援面接会

福井県産業会館（福井市）

やまなし合同就職説明会2015 for February

ベルクラシック甲府（甲府市）

松本地区合同就職面接会

ホテル ブエナビスタ（松本市）

上田地域就職面接会

上田東急イン３Ｆ国際２１クリスタルホール
（上田市）

佐久・小諸地区就職面接会

未定

若年者就職フェア2015

アクトシティ浜松 コングレスセンター3階
（浜松市）

第2回平成27年3月高等学校卒業予定者合同求人説明会

大阪府咲洲庁舎２階 咲洲ホール（大阪市）

姫路地域わかもの就職応援面接会

姫路キヤッスルホテル３階 「鳳凰の間」
（姫路市）

２０１５ＪＯＢフェアＩＮ播磨

加古川プラザホテル（加古川市）

三田地域合同就職面接会

三田市まちづくり協働センター（三田市）

平成２６年度 合同就職面接会ｉｎ川西

アステホール（川西市）

平成２６年度 阪神地域若年者合同就職面接会

尼崎市中小企業センター（尼崎市）

西はりま就職フェアｉｎあこう

赤穂市民会館（赤穂市）

企業合同面談会

ガーデンホテルハナヨ（田辺市）

学校を通じて申込

ワークフェスタ2015合同就職面談会

ホテルグランヴィア和歌山（和歌山市）

学校を通じて申込

とっとり就職フェア２０１５・２月

鳥取産業体育館（鳥取市）

とっとり就職フェア２０１５・２月

米子ワシントンホテルプラザ（米子市）

若者たちの就職面接会

岡山県総合グラウンド体育館
（桃太郎アリーナ）（岡山市）

12：00受付開始

管轄労働局

山口
徳島
愛媛

高知

熊本
宮崎

開催日時

2月13日
10：00～12：00
1月27日
13：00～16：00
1月21日
13:00～16:00
3月4日
13：30～16：00
2月4日
13:00～15:30
2月10日
13：30～15：30
2月13日
13：30～15：30
2月19日
13：00～16：00
2月3日
13：00～16：00
3月4日
13：00～16:30

イベント名

開催場所

ふるさと山口企業合同就職説明会

山口グランドホテル（山口市）

若年者等就職マッチングフェア

ホテルクレメント徳島（徳島市）

合同就職面接会

企画展示ホール（松山市）

西予市合同就職面接会就業支援・マッチングフェア

宇和文化会館（西予市）

こうち就職フェア2015

高知市文化プラザかるぽーと（高知市）

四万十町就職面接会

四万十町役場東庁舎地域交流センター
多目的大ホール（四万十町）

あき就職面接会

安芸市総合社会福祉センター（安芸市）

はた地域就職面接会

JA高知はた農協会館（四万十市）

高校生のための就職フェア（第2回）

熊本市流通情報会館(熊本市)

平成26年度春のみやざき就職フェア

シーガイアコンベンションセンター
４Ｆサミットホール（宮崎市）

備考
学校を通じて申込

学校を通じて申込

