
管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

北海道
2月2日

10:00～16:00
新規学校卒業者就職面接会

札幌パークホテル
（札幌市）

高校新卒者も対象。

青森
2月3日

13:00～16:00
合同就職面接会

八戸プラザホテル　アーバンホール
（八戸市）

既卒者、一般求職者も対象。

岩手
2月17日

13:30～16:00
両磐地区就職面接会

ベリーノ一関
（一関市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月2日
13:30～16：30

春からジャンプ　合同面接会
エスポワールいわて
（盛岡市）

既卒者、一般求職者も対象。

3月3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。

3月15日
13:00～16:00

新規成長分野　合同就職フェア
ホテルメトロポリタン盛岡
（盛岡市）

既卒者、高卒新卒者、一般求職者も対象。

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。

宮城
2月9日

11:00～18:10
DREAM－MATCH　LIVE　仙台
（経済産業省主催）

仙台国際センター
（仙台市）

事前登録要。既卒者も対象。
URL：http://dream-match.jp/search/dml.html

2月25日
13:00～16:30

平成23年(2011年）3月新規学卒者
就職面接会

仙台サンプラザホール
（仙台市）

既卒者、高校新卒者も対象。

秋田
2月1日

13:30～16:00
合同就職面接会

湯沢ロイヤルホテル
（湯沢市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月2日
13:00～16:00

仙北地域雇用促進就職面接会
大仙市大曲交流センター
（大仙市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月3日
13:30～15:30

就職面接会
横手セントラルホテル
（横手市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月9日
13:30～16:30

福祉の就職総合フェア
秋田ビューホテル
（秋田市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月15日
13:30～15:30

合同就職面接会inのしろ
能代キャッスルホテル平安閣
(能代市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:00～17:00

秋田県合同就職説明会（秋田会場）
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、
若年求職者も対象。

山形
2月16日

13:00～15:30
ワークチャンス2011春・酒田

酒田勤労福祉センター
（酒田市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月17日
13:00～15:30

ワークチャンス2011春・鶴岡
庄内産業振興センター　マリカ市民ホール
（鶴岡市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月17日
13:00～16:30

就職応援　明日をつかむ面接会
山形ビッグウイング
（山形市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:30～15:30

若年者就職面接会
グランドホクヨウ
（米沢市） 既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

福島
2月9日

13:00～16:00
就職フェアinあいづ

アピオスペース
（会津若松市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:00～16:00

ふくしま大卒等就職面接会
コラッセふくしま
（福島市）

既卒者も対象。

栃木
2月4日

13:30～16:00
きたとちぎ大学等新卒者合同就職面接会

カシマウエディングリゾート
（小田原市）

既卒者も対象。

2月16日
13:00～16:00

2011とちぎ若年求職者合同説明会
ホテル東日本宇都宮
（宇都宮市）

既卒者、若年求職者も対象。

3月8日
13:00～16:00

とちぎ就職支援合同面接会
ホテル東日本宇都宮
（宇都宮市）

既卒者、一般求職者も対象。

群馬
2月21日

13:00～16:00
ヤングハローワーク2011就職面接会

太田ナウリゾートホテル
（太田市）

既卒者、高校新卒者も対象。

2月25日
13:00～16:00

ヤングハローワーク2011就職面接会
グリーンドーム前橋　サブイベントエリア
（前橋市）

既卒者、高校新卒者も対象。

埼玉
2月9日

13:30～16:00
春日部地域合同就職面接会

春日部高等技術専門校
（春日部市）

事前登録要。
既卒者、高校新卒者も対象。

2月15日
13:00～16:00

若年者就職面接会
志木市民会館パルシティ
（志木市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

2月15日
13:00～15:30

第4回「福祉の仕事合同面接会－福祉の就職
総合フェア2010－」

彩の国すこやかプラザ
（さいたま市）

既卒者も対象、一般求職者も対象。

2月18日
13:30～16:00

行田地域若年者就職面接会
羽生市民プラザ　２F大会議室
（羽生市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

2月21日
13:00～16:00

上尾市新卒者就職面接会
上尾市プラザ22会議室
（上尾市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

千葉
2月10日

15:00～17:00
企業がやってくるDAY！

ジョブカフェちば
（船橋市）

事前登録要。
既卒者、若年求職者も対象。

2月23日
15:00～17:00

企業がやってくるDAY！
ジョブカフェちば
（船橋市）

事前登録要。
既卒者、若年求職者も対象。

2月23日
14:00～17:00

求人フェスティバル
きららホール（船橋市文化創造館）
（船橋市）

事前登録要。
既卒者、若年求職者も対象。

2月24日
13:00～16:15

いちかわ若年就職面接会
市川グランドホテル
（市川市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

3月9日
15:00～17:00

企業がやってくるDAY！
ジョブカフェちば
（船橋市）

事前登録要。
既卒者、若年求職者も対象。

3月17日
15:00～17:00

企業がやってくるDAY！
ジョブカフェちば
（船橋市）

事前登録要。
既卒者、若年求職者も対象。

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２月１日以降４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180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、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。）

http://www.miyarou.go.jp/
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/
http://www.yamagata-rodo.go.jp/
http://www.hokkaido-labor.go.jp/
http://www.aomori.plb.go.jp/
http://www.iwate-roudou.go.jp/
http://dream-match.jp/search/dml.html
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/
http://www.tochigi-roudou.go.jp/
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/
http://www.saitama-roudou.go.jp/
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/
WMEDE
タイプライターテキスト

WMEDE
タイプライターテキスト

WMEDE
タイプライターテキスト

WMEDE
タイプライターテキスト
（別添５）

WMEDE
タイプライターテキスト

WMEDE
タイプライターテキスト

WMEDE
タイプライターテキスト

WMEDE
タイプライターテキスト



管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

東京
2月2日

9:30～17:00
第2回新規大卒者等合同就職面接会

東京国際フォーラム　展示ホール１
（千代田区）

既卒者も対象。

2月5日
13:00～16:00

東京新卒応援ハローワーク　就職ミニ面接会
ハローワーク品川　品川庁舎内
（港区）

事前登録要。
既卒者も対象。

2月12日
13:00～16:00

東京新卒応援ハローワーク　就職ミニ面接会
ハローワーク品川　品川庁舎内
（港区）

事前登録要。
既卒者も対象。

2月15、16日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
新宿エルタワー
（新宿区）

平成24年3月卒業予定者も対象。

URL:http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/t
okyo/2011021516.html

2月19日
13:00～16:00

東京新卒応援ハローワーク　就職ミニ面接会
ハローワーク品川　品川庁舎内
（港区）

事前登録要。
既卒者も対象。

2月26日
13:00～16:00

東京新卒応援ハローワーク　就職ミニ面接会
ハローワーク品川　品川庁舎内
（港区）

事前登録要。
既卒者も対象。

3月1日
13:00～16:00

新規大卒者等就職応援面接会
六本木ジョブパーク
（港区）

既卒者も対象。

3月2日
13:00～16:00

新規大卒者等就職応援面接会
六本木ジョブパーク
（港区）

既卒者も対象。

3月3日
13:00～16:00

新規大卒者等就職応援面接会
六本木ジョブパーク
（港区）

既卒者も対象。

3月5日
13:00～16:00

東京新卒応援ハローワーク　就職ミニ面接会
ハローワーク品川　品川庁舎内
（港区）

事前登録要。
既卒者も対象。

3月15、16日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
東京交通会館
（千代田区）

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

神奈川
2月18日

13:00～16:00
新規大学等卒業予定者就職面接会inかわさき

ソリッドスクエア
（川崎市）

事前登録要。
既卒者も対象。

新潟
2月5日

13:30～16:00
就職面接会in上越・妙高

デュオセレッソ
（上越市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月12日
13:00～16:00

いといがわ企業説明会
表参道新潟館ネスパス
（東京都渋谷区）

既卒者も対象。

2月24日
13:00～16:00

就職ガイダンスにいがた2011
朱鷺メッセ
（新潟市）

既卒者も対象。

3月8日
13:30～16:00

就職フェアinしばた
新発田市カルチャーセンター
（新発田市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月10日
13:30～15:30

SADO就職バザール
金井コミュニティーセンター
（佐渡市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

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

富山
2月16日

13:30～16:00
２０１１人材マッチングフェア

高岡テクノドーム
（高岡市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月23日
13：30～16:00

両立支援企業限定!!合同企業面接会
とやま自遊館
（富山市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

石川
2月23日

13:30～16:00
若年者対象就職面接会

ワークパル七尾
（七尾市）

事前登録要。
既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

2月24日
13：00～16：00

いしかわ就職活動パワーアップセミナー2011
合同就職面接会

石川県立音楽堂
（金沢市）

既卒者、若年求職者も対象。

福井
2月11日

13:00～16:00
ふくい福祉就職フェア

ユー・アイふくい　多目的ホール
（福井市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月16日
13:00～16:00

新卒者就職応援面接会
福井県産業会館２号館
（福井市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月20日
13:30～15:30

れいなん福祉就職フェア
あいあいぷらざ
（敦賀市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月5日
13:00～17:00

大学等就職説明会
プラザ萬象　大ホール
（敦賀市）

既卒者、若年Uターン求職者、24年３月大学
等卒業予定者も対象。

山梨
2月9日

13:00～16:00
平成23年３月新規学卒者等合同就職面接会

ベルクラシック甲府
（甲府市）

既卒者、高校新卒者も対象。

長野
2月1日

13:30～16:00
上田地域就職面接会

上田高砂殿
（上田市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

2月8日
13:30～16:00

佐久・小諸地区就職面接会
小諸グランドキャッスル
（小諸市）

既卒者、高校新卒者も対象。

2月16日
13:00～16:00

北信地区就職面接会
メルパルク長野
（長野市）

既卒者、若年求職者も対象。

2月18日
13:00～16:00

就職面接・相談会(松本会場）
ホテルブエナビスタ
（松本市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月3日
13:00～16:00

北信地域合同企業説明会
メルパルク長野
（長野市）

既卒者も対象。

3月8日
13:30～16:30

離転職者対象　就職説明会
諏訪市文化センター
（諏訪市）

既卒者、高校新卒者、
U・Iターン希望者も対象。

岐阜
3月3日

12:00～17:00
平成23年3月卒大学生等就職フェア

名古屋国際会議場　イベントホール
（名古屋市）

愛知労働局と共催
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
2月3日

13:00～16:00
若年者への企業説明会

ホテルクラウンパレス浜松
（浜松市）

既卒者、若年求職者も対象。

2月5日
13:00～16:30

卒業直前大卒等就職フェア
グランシップ　11階会議ホール・風
（静岡市）

既卒者も対象。

2月8日
13:00～16:00

若年者への企業説明会
磐田グランドホテル
（磐田市）

既卒者、若年求職者も対象。

3月15日
13:00～15:30

新規学校卒業者等就職面接会
ブケ東海沼津　１Ｆベルゲンホール
（沼津市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

3月16日
13:00～16:00

富士・富士宮地区 若年者等ジョブ・フェア
ふじさんめっせ　大展示場
（富士市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

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。

http://www.roudoukyoku.go.jp/
http://www.kana-rou.go.jp/
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/
http://www.toyamaroudoukyoku.go.jp/
http://www.roudou.go.jp/
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/
http://www.y-roudoukyoku.go.jp/
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/tokyo/2011021516.html
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/tokyo/index.html
http://www.roudoukyoku.go.jp/
http://www.kana-rou.go.jp/
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/


管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

愛知
2月14、15日
13:00～16:00

平成23年3月新規大卒者等合同企業説明会
愛知県産業労働センター17階あいち労働総合支援フロア
（名古屋市）

既卒者、40歳未満の一般求職者も対象。

2月21日
14:00～16:00

大学生等就職応援ミニ面接会
ヤング・ジョブ・あいち　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

2月21、22日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
明治安田生命ビル名古屋
（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/2011022122.html

3月3日
12:00～17:00

平成23年3月卒大学生等就職フェア
名古屋国際会議場　イベントホール
（名古屋市）

岐阜労働局・三重労働局と共催。
既卒者も対象。

3月16日
14:00～16:00

大学生等就職応援ミニ面接会
ヤング・ジョブ・あいち　セミナールーム
（名古屋市）

既卒者も対象。

3月17、18日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
明治安田生命ビル名古屋
（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

三重
2月10日

13:00～16:00
第2回合同企業説明会

アスト津ビル　4階アストホール
（津市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月17日
13:30～15:30

平成22年度企業合同就職面接会
志摩市商工会館　多目的ホール
（志摩市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:00～16:00

第3回合同企業説明会
四日市市文化会館　展示室
（四日市市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月3日
12:00～17:00

平成23年3月卒大学生等就職フェア
名古屋国際会議場　イベントホール
（名古屋市）

愛知・岐阜労働局と共催。
既卒者も対象。

滋賀
2月9日

13:30～16:00
滋賀学生・若年者就職フェア2011

クサツエストピアホテル
（草津市）

既卒者、若年求職者も対象。

2月26日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
大津プリンスホテル
（大津市）

平成24年3月卒業予定者も対象。
URL:http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/s
higa/20110226.html

京都
2月8日

14:00～17:00
第2回適職発見フェア☆京都2010
若年者向け合同企業説明会

京都テルサ
（京都市）

既卒者、若年求職者も対象。

2月20、21日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
イオンモールKYOTO
（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/2011022021.html

2月21日
13:00～16:00

北近畿・若狭広域就職面接会（福知山会場）
ホテルロイヤルヒル福知山
（福知山市）

既卒者、若年求職者も対象。

2月22日
13:00～16:00

学研都市就職フェア
けいはんなプラザ
（相楽郡）

既卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:00～16:00

第２回就職先発見！大学生等就職面接会
マリアージュグランデ
（京都市）

既卒者も対象。

3月3日
12:30～17:00

ラストスパート！就職面接会
京都テルサ
（京都市）

既卒者、若年求職者も対象。

3月4日
13:00～16:00

北近畿・若狭広域就職面接会（京丹後会場）
京丹後市久美浜庁舎
（京丹後市）

兵庫労働局と共催。
既卒者、若年求職者も対象。

3月11日
13:00～16:00

北近畿・若狭広域就職面接会（舞鶴会場）
舞鶴市商工観光センター
（舞鶴市）

福井労働局と共催。
既卒者、若年求職者も対象。

3月21、22日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催） 会場未定
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
2月12､13日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
マイドームおおさか
（大阪市）

平成24年3月卒業予定者も対象。
URL:http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/o
saka/2011021213.html

2月16日
13：00～16：00

新規学卒者等就職面接会
ハローワーク泉佐野
（泉佐野市）

既卒者、若年求職者も対象

2月17日
13：00～16：00

ＪＯＢマッチングサテライト　若年者就職フェア
アゼリア柏原　６階
（柏原市）

既卒者、若年求職者も対象

2月18日
13:00～16:00

東大阪モノづくり企業就職面談会
クリエーターズプラザ
（東大阪市）

既卒者、一般求職者も対象

2月24日
13:30～16：00

若年者等就職面接会 ハローワーク阿倍野　９Ｆ第一会議室 既卒者、若年求職者も対象

2月24日
13:30～16：00

新卒者・３年以内既卒者面接会
ハローワーク淀川　３階大ホール
（大阪市）

既卒者も対象

2月25日
13:30～16：00

新規大卒者等就職応援面接会（第1回）
中央大通ＦＮビル　１８階大会議室
（大阪市）

既卒者も対象

3月4日
13:30～16：00

新規大卒者等就職応援面接会（第2回）
ハローワーク大阪東　３階会議室
（大阪市）

既卒者も対象

3月9日
13:30～16：00

新卒者・３年以内既卒者面接会
ハローワーク淀川　３階大ホール
（大阪市）

既卒者も対象

3月12、13日
10:30～17:00

就職博（株式会社学情主催）
梅田センタービル
（大阪市）

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

兵庫
2月16日

13:30～15:30
学卒未内定者等就職面接会

かじやの里メッセみき
（三木市）

既卒者、高校新卒者も対象。

2月17日
13:00～15:00

阪神地域若年者就職面接相談会
尼崎市中小企業センター
（尼崎市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

3月2日
13:30～16:00

新卒応援のJOBフェアin播磨
加古川プラザホテル
（加古川市）

既卒者、高校新卒者も対象。

3月3日
13:00～16:30

新卒応援ハローワーク合同就職面接会
ホテルオークラ神戸　平安の間・松風の間
（神戸市）

既卒者も対象。

3月14日
13:30～16:00

姫路市緊急就職面接会
姫路キャッスルホテル
（姫路市）

既卒者、高校新卒者も対象。

3月11日
13:00～16:00

北近畿・若狭広域就職面接会（京丹後会場）
京丹後市久美浜庁舎
（京丹後市）

京都労働局と共催
既卒者、若年求職者も対象。

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。

http://www.mie.plb.go.jp/
http://www2.aichi-rodo.go.jp/index.html
http://www.shiga-roudou.go.jp/
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/index.html
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/
http://osaka-rodo.go.jp/
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/nagoya/2011022122.html
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/nagoya/index.html
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/shiga/20110226.html
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/kyoto/2011022021.html
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/kyoto/index.html
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/osaka/2011021213.html
http://www.gakujo.ne.jp/2011/events/detail/osaka/index.html


管轄労働局 開催日時 イベント名 開催場所 備考

奈良
2月22日

13:30～16:30
学研都市就職フェア

けいはんなプラザ
（京都府相楽郡）

既卒者、一般求職者も対象。

和歌山
2月23日

12:30～16:00
ワークフェスタ2011合同就職面接会

ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

鳥取
2月8日

13:00～16:30
とっとり就職フェア2011・2月（鳥取会場）

ホテルモナーク鳥取
（鳥取市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月9日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2011・2月（倉吉会場）
倉吉体育文化会館
（倉吉市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月15日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2011・2月（米子会場）
米子コンベンションセンター
（米子市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

島根
2月26日

13:00～16:30
しまね企業ガイダンス（春期）

くにびきメッセ
（松江市）

既卒者も対象。

3月14日
13:00～16:00

しまね企業ガイダンス（春期）
いわみーる
（浜田市）

既卒者も対象。

岡山
2月2日

14:00～16:00
ミニ面接会

おかやま新卒応援ハローワーク
（岡山市）

既卒者も対象。

2月8日
14:00～15:00

ミニ面接会
おかやま新卒応援ハローワーク
（岡山市）

事前登録要。
既卒者も対象

2月15日
13:00～15:00

ミニ面接会
おかやま新卒応援ハローワーク
（岡山市）

事前登録要。
既卒者も対象

2月16日
13:30～16:00

若者たちの就職面接会
コンベックス岡山
（岡山市）

既卒者、高校新卒者、若年求職者も対象。

広島
2月2日

13:30～16:00
合同就職面接会（三次会場）

三次ロイヤルホテル
（三次市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月3日
13:30～16:00

合同就職面接会（福山会場）
まなびの館ローズコム
（福山市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月10日
13:30～16:00

合同就職面接会(広島会場）
広島サンプラザ
（広島市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月18日
13:00～16:00

尾道地域緊急面接会
尾道市公会堂別館
(尾道市）

既卒者、高校新卒者も対象。
既卒者は事前登録要。

2月23日
13:00～17：00 就職ガイダンス

福山ニューキャッスルホテル
（福山市）

既卒者も対象。

2月23日
13:30～16:00

竹原市就職ガイダンス
たけはら合同ビル　たけはら美術館文化創造ホール
（竹原市）

既卒者、高校新卒者も対象。

2月26日
13:00～16:00

2011　三原地域　合同求人説明会
三原能力開発支援センター（ゆめきゃりあセンター）
(三原市）

既卒者、一般求職者も対象。

3月2日(水）
13:30～16:00

就職ガイダンスinひがしひろしま
東広島運動公園(アクアパーク体躯官）
（東広島市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

山口
2月22日

10:00～16:00
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）

既卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:30～16:00

ジョブ・フェアin柳井
柳井クルーズホテル
（柳井市）

既卒者、一般求職者も対象。

3月2日
13:30～16:00

ジョブ・フェアin周南
山口県周南総合庁舎
（周南市）

既卒者、一般求職者も対象。

3月4日
13:30～16:00

ジョブ・フェアin下関
海峡メッセ下関
（下関市）

既卒者、一般求職者も対象。

3月8日
13:30～16:00

ジョブ・フェアin宇部
国際ホテル宇部
（宇部市）

既卒者、一般求職者も対象。

徳島
2月16日

13:00～16:00
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）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

香川
2月2日

13:00～16:00
2011　春の就職面接会

サンメッセ香川
（高松市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月21～25日
9～11時、13～15時

小豆郡企業別就職面接会
ハローワーク土庄１・２会議室
（小豆郡）

既卒者、一般求職者も対象。

愛媛
2月4日

13:00～16:00
西予市合同就職面接会

西予市宇和文化会館
（西予市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月12日
13:30～15:30

宇和島地域合同就職面接会
宇和島市役所２階　大ホール
（宇和島市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:00～16:00

平成23年3月新規学校卒業予定者
合同就職面接会

松山市総合コミュニティセンター　キャメリアホール
（松山市）

高校新卒者も対象。

3月10日
13:30～15:30

八西・大洲・喜多地域合同就職面接会
大洲市総合福祉センター　４階多目的ホール
（大洲市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

高知
2月7日

13:00～16:00
四万十町就職面接会

四万十町農村環境改善センター
（高岡郡）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月9日
12:30～15:30

土佐清水市就職面接会
土佐清水商工観光会館
（土佐清水市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月15日
12:30～15:30

こうち就職フェア２０１１
高知市文化プラザ　かるぽーと
（高知市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月22日
13:30～15:30

あき就職面接会
安芸商工会館
（安芸市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

福岡
2月4日

10:30～16:00
福祉の職場合同就職面談会

クローバープラザ
（春日市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月5日
13:00～15:00

ミニ合同会社面談会
AIMビル　８階
（北九州市）

既卒者も対象。

2月24日
12:30～16:30

大学等合同会社面談会（福岡会場）
エルガーラホール　８階
（福岡市）

既卒者も対象。（佐賀と共催）

佐賀
2月12日

13:30～15:30
平成22年度第2回福祉マンパワー
合同就職面接会

マリトピア
（佐賀市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月24日
12:30～16:30

大学等合同会社面談会（福岡会場）
エルガーラホール　８階
（福岡市）

既卒者も対象。（福岡と共催）

3月8日
13:00～16:00

ミニ面接会
ハローワーク鳥栖　２階会議室
（鳥栖市）

既卒者、高校新卒者も対象。

長崎
2月23日

13:00～16:00
ミニ面談会

メルカつきまち会議室
（長崎市）

既卒者も対象。

熊本
2月18日

13:30～16:00
就職面接会

八代ホワイトパレス
（八代市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月21日
13:30～16:00

くまもと福祉ワークフェア2011
興南会館
（熊本市）

既卒者、一般求職者も対象。

3月16日
12:45～16:00

新規学卒者就職面接会in熊本
興南会館
（熊本市）

既卒者も対象。

http://www.nararoudoukyoku.go.jp/
http://www.wakayama.plb.go.jp/
http://www.tottori-rodo.go.jp/
http://www.shimaneroudou.go.jp/
http://www.okayama.plb.go.jp/
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/
http://www.tokushima.plb.go.jp/
http://www.kagawa-roudou.go.jp/
http://www.e-roudou.go.jp/
http://www.kochi.plb.go.jp/
http://www.fukuoka-plb.go.jp/
http://www.saga.plb.go.jp/
http://www.nagasaki.plb.go.jp/
http://www.kplb.go.jp/
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宮崎
2月3日

13:30～16:00
冬のみやざき就職フェア（延岡会場）

延岡総合文化センター
(延岡市)

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月4日
13:30～16:00

冬のみやざき就職フェア（都城会場）
ホテル中山荘
(都城市)

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月8日
13:30～16:00

冬のみやざき就職フェア（日南会場）
県南地域新地場産業創出センター
(日南市)

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月10日
13:30～16:30

冬のみやざき就職フェア（宮崎会場）
ワールドコンベンションセンターサミット・サミットホール４Ｆ
(宮崎市)

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

3月15日
13:00～16:00

平成23年3月都城地区就職面接・相談会
都城市中央公民館
（都城市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

鹿児島
2月8日

13：00～17：00
若者のための緊急就職面談会

鹿児島サンロイヤルホテル
（鹿児島市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月9日
13:00～16:00

福祉の職場就職面談会
鹿児島県民交流センター　大ホール
（鹿児島市）

既卒者、一般求職者も対象。

3月2日
1300～16:00

合同就職面談会
鹿児島サンロイヤルホテル
（鹿児島市）

既卒者、一般求職者も対象。

沖縄
2月1日

12:45～16:30
新規学卒者（高校・大学）
県内・県外就職面接会

沖縄コンベンションセンター
（宜野湾市）

事前登録要。高校新卒者も対象。

2月14～16日
12:00～17:00

就活パワフルサポート
沖縄コンベンションセンター
（宜野湾市）

既卒者、高校新卒者も対象。

2月16日
13:30～15:00

BPO人材育成説明・面接会
沖縄IT津梁パーク
（うるま市）

既卒者、一般求職者も対象。

2月23日
13:00～17:00

若年者緊急合同就職面接会
沖縄コンベンションセンター
（宜野湾市）

既卒者、高校新卒者も対象。

3月9～11日
12:00～１７:00

就活パワフルサポート
沖縄県立武道館アリーナ
（那覇市）

既卒者、高校新卒者も対象。

http://www.miyazaki.plb.go.jp/
http://www.kagoshima.plb.go.jp/
http://okirodo.go.jp/


管轄労働局 イベント名 開催場所 備考

北海道
2月2日

10:00～16:00
新規学校卒業者就職面接会

札幌パークホテル
（札幌市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

2月4日
13:00～16:00

新規高卒者就職促進会
釧路市民文化会館
（釧路市）

2月4日
13:00～16:00

新規高卒者就職促進会
旭川勤労者福祉会館
（旭川市）

2月7日
13:30～15:30

新規高卒者就職促進会
グランドホテルニュー王子
（苫小牧市）

2月8日
13:30～15:30

第２回新規高卒者就職促進会
グランドパーク小樽
（小樽市）

青森
2月21日

13:00～16:00
新規高等学校卒業予定者合同就職面談会

青森国際ホテル
（青森市）

岩手
2月7日

14:00～16:00
ハローワーク盛岡　高校生就職面談会

ホテル東日本
（盛岡市）

2月17日
13:30～16:00

両磐地区就職面接会
ベリーノ一関
（一関市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

3月15日
13:00～16:00

新規成長分野　合同就職フェア
ホテルメトロポリタン盛岡
（盛岡市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

宮城
2月2日

13:30～15:30
新規高卒者就職面接会（大崎会場）

グランド平成
（大崎市）

2月4日
12:30～16:30

新規高卒者就職面接会（仙台会場）
仙台サンプラザホール
（仙台市）

事前登録要。

2月25日
13:00～16:30

平成23年（2011年）3月新規学卒者
就職面接会

仙台サンプラザホール
（仙台市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

秋田
2月1日

13:30～16:00
合同就職面接会

湯沢ロイヤルホテル
（湯沢市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月2日
13:00～16:00

仙北地域雇用促進就職面接会
大仙市大曲交流センター
（大仙市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月3日
13:30～15:30

就職面接会
横手セントラルホテル
（横手市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月9日
13:30～16:30

福祉の就職総合フェア
秋田ビューホテル
（秋田市）

既卒者、高校新卒者、一般求職者も対象。

2月15日
13:30～15:30

合同就職面接会inのしろ
能代キャッスルホテル平安閣
(能代市)

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月17日
13:30～15:30

緊急新規高卒者就職面接会
ホテルメトロポリタン秋田
（秋田市）

山形
2月16日

10:00～12:00
高校生就職ミニ面談会

新庄公共職業安定所（新庄合同庁舎内　会議室）
（新庄市）

事前登録要。

2月16日
13:00～15:30

ワークチャンス2011春・酒田
酒田勤労者福祉センター
（酒田市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月17日
13:00～16:30

就職応援　明日をつかむ面接会
山形国際交流プラザ　ビッグウイング
（山形市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月17日
13:00～15:30

ワークチャンス２０１１春・鶴岡
省内産業振興センター　マリカ市民ホール
（鶴岡市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:30～15:30

若年者就職面接会
グランドホクヨウ
（米沢市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

福島
2月4日

13:30～16:00
平成22年度新規高卒者就職面接会
白河会場（第２回）

ホテルサンルート白河
（西白河郡）

2月8日
13:30～15:30

平成22年度新規高卒者就職面接会
いわき会場（第２回）

いわきワシントンホテル椿山荘
（いわき市）

2月8日
13:00～16:00

平成22年度新規高卒者就職面接会
郡山会場（第２回）

ビッグパレットふくしま　多目的展示ホールB
（郡山市）

事前登録要。

2月9日
13:00～1600

平成22年度新規高卒者就職面接会
会津若松会場（第２回）

アピオスペース
（会津若松市）

「就職フェアinあいづ」と同時開催。

茨城
2月2日

13:00～15:30
新規高等学校卒業予定者就職面接会

ホテルグランド東雲
（つくば市）

事前登録要。

2月7日
13:00～15:30

新規高卒者就職面接会
フェリヴェールサンシャイン
（水戸市）

事前登録要。

群馬
2月21日

13:00～16:00
ヤングハローワーク2011就職面接会

太田ナウリゾートホテル
（太田市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

2月25日
13:00～16:00

ヤングハローワーク2011就職面接会
グリーンドーム前橋　サブイベントエリア
（前橋市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

埼玉
2月2日

13:30～15:30
平成23年3月新規高等学校卒業予定者
就職面接会

東松山市民文化センター　大会議室
（東松山市）

事前登録要。

2月9日
13:30～16:00

春日部地域合同就職面接会
春日部高等技術専門校
（春日部市）

事前登録要。
既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月15日
13:00～16:00

若年者就職面接会
志木市民会館パルシティ
（志木市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

2月18日
13:30～16:00

行田地域若年者就職面接会
羽生市民プラザ　２F大会議室
（羽生市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

2月21日
13:00～16:00

上尾市新卒者就職面接会
上尾市プラザ　２２会議室
（上尾市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

2月25日
13:00～16:00

平成23年3月新規高等学校卒業予定者
第3回就職面接会

大宮ソニックシティ地下展示場
（さいたま市）

事前登録要。

千葉
2月3日

13:00～16:00
新規高卒者就職面接会

ホテルポートプラザちば
（千葉市）

2月24日
13:00～16:15

いちかわ若者就職面接会
市川グランドホテル
（市川市）

既卒者・大学等新卒者、若年求職者も対象。

平成23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23年２月１日以降４月末までに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。（計115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。）

http://www.hokkaido-labor.go.jp/
http://www.iwate-roudou.go.jp/
http://www.miyarou.go.jp/
http://www.akita-rodokyoku.go.jp/
http://www.yamagata-rodo.go.jp/
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/
http://www.saitama-roudou.go.jp/
http://www.aomori.plb.go.jp/
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/


管轄労働局 イベント名 開催場所 備考

東京
2月7日

13:00～16:00
高校生のための就職面接会in立川

パレスホテル立川
（立川市）

2月9日
13:00～1600

高校生のための就職面接会in六本木
六本木ジョブパーク
（港区）

神奈川
2月3日

13:00～16:00
高校生就職フェアPart4

新都市ホール
（横浜市）

新潟
2月5日

13:30～16:00
就職面接会in上越・妙高

デュオセレッソ
（上越市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

3月8日
13:30～16:00

就職フェアinしばた
新発田市カルチャーセンター
（新発田市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

3月10日
13:30～15:30

SADO就職バザール
金井コミュニティーセンター
（佐渡市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

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）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

富山
2月16日

13:30～16:00
２０１１人材マッチングフェア

高岡テクノドーム
（高岡市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月23日
13:30～16:00

両立支援企業限定!!合同面接会
とやま自遊館
（富山市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

石川
2月23日

13:30～16:00
若年者対象就職面接会

ワークパル七尾
（七尾市）

事前登録要。
既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

福井
2月11日

13:00～16:00
ふくい福祉就職フェア

ユー・アイふくい　多目的ホール
（福井市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月16日
13:00～16:00

新卒者就職応援面接会
福井県産業会館２号館
（福井市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

2月20日
13:30～15:30

れいなん福祉就職フェア
あいあいぷらざ
（敦賀市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

山梨
2月9日

13:00～16:00
平成23年3月新規学卒者等合同就職面接会

ベルクラシック甲府
（甲府市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

長野
2月1日

13:30～16:00
上田地域就職面接会

上田高砂殿
（上田市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

2月8日
13:30～16:00

高校就職面接会
ハローワーク伊那
（伊那市）

2月8日
13:30～16:00

佐久・小諸地区就職面接会
小諸グランドキャッスル
（小諸市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

2月16日
13:00～16:00

北信地区就職面接会
メルパルク長野
（長野市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

2月18日
13:30～16:00

就職面接・相談会（松本会場）
ホテルブエナビスタ
（松本市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月22日
13:30～16:00

高校就職面接会
ハローワーク伊那
（伊那市）

3月8日
13:30～16:30

離転職者対象　就職説明会
諏訪市文化センター
（諏訪市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者、I・Ｕ
ターン希望者も対象。

静岡
3月15日

13:00～15:30
新規学校卒業者等就職面接会

ブケ東海沼津　１Ｆベルゲンホール
（沼津市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

3月16日
13:00～16:00

富士・富士宮地区 若年者等ジョブ・フェア
ふじさんめっせ　大展示場
（富士市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

3月18日
13:00～16:00

未就職卒業者・既卒者面接会
グランシップ10階
（静岡市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

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、大学等新卒者、若年求職者も対象。

三重
2月10日

13:00～16:00
第2回合同企業説明会

アスト津ビル4階　アストホール
（津市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:00～16:00

第3回合同企業説明会
四日市市文化会館　展示室
（四日市市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

京都
3月3日

12:30～17:00
ラストスパート!就職面接会

京都テルサ
（京都市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

大阪
2月14日

12:00～16:00
第2回平成23年3月高校卒業予定者
合同求人説明会

難波御堂筋ホール　10F
（大阪市）

兵庫
2月16日

13:30～15:30
学卒未内定者等就職面接会

かじやの里メッセみき
（三木市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

2月17日
13:00～15:00

阪神地域若年者就職面接相談会
尼崎市中小企業センター
（尼崎市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

3月2日
13:30～16:00

新卒応援のJOBフェアin播磨
加古川プラザホテル
（加古川市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

3月14日
13:30～16:00

姫路市緊急就職面接会
姫路キャッスルホテル
（姫路市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

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、大学等新卒者も対象。

和歌山
2月23日

12:30～16:00
ワークフェスタ2011合同就職面接会

ホテルグランヴィア和歌山
（和歌山市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

鳥取
2月8日

13:00～16:30
とっとり就職フェア2011・2月（鳥取会場）

ホテルモナーク鳥取
（鳥取市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月9日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2011・2月（倉吉会場）
倉吉体育文化会館
（倉吉市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月15日
13:00～16:30

とっとり就職フェア2011・2月（米子会場）
米子コンベンションセンター
（米子市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

岡山
2月16日

13:30～16:00
若者たちの就職面接会

コンベックス岡山
（岡山市）

既卒者、大学等新卒者、若年求職者も対象。

http://www.roudoukyoku.go.jp/
http://www.kana-rou.go.jp/
http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/
http://www.toyamaroudoukyoku.go.jp/
http://www.roudou.go.jp/
http://www.fukuiroudoukyoku.go.jp/
http://www.y-roudoukyoku.go.jp/
http://www.nagano-roudoukyoku.go.jp/
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/
http://www.mie.plb.go.jp/
http://osaka-rodo.go.jp/
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/
http://www.wakayama.plb.go.jp/
http://www.tottori-rodo.go.jp/
http://www.okayama.plb.go.jp/
http://www.kyoto-roudou.plb.go.jp/


管轄労働局 イベント名 開催場所 備考

広島
2月2日

13:30～16:00
合同就職面接会（三次会場）

三次ロイヤルホテル
（三次市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月3日
13:30～16:00

合同就職面接会（福山会場）
まなびの館ローズコム
（福山市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月10日
13:30～16:00

合同就職面接会(広島会場）
広島サンプラザ
（広島市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月18日
13:00～16:00

尾道地域緊急面接会
尾道市公会堂別館
(尾道市）

既卒者、大学等新卒者も対象。
既卒者は事前登録要。

2月23日
13:30～16:00

竹原市就職ガイダンス
たけはら合同ビル　たけはら美術館文化創造ホール
（竹原市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

3月2日
13:30～16:00

就職ガイダンスinひがしひろしま
東広島運動公園(アクアパーク体育館）
（東広島市）

既卒者、大学新卒者、一般求職者も対象。

山口
2月22日

10:00～16:00
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）

高校新卒者は12:00まで。既卒者、大学等新
卒者、一般求職者は終日。

徳島
2月16日

13:00～16:00
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）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

愛媛
2月4日

13:00～16:00
西予市合同就職面接会

西予市宇和文化会館
（西予市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月12日
13:30～15:30

宇和島地域合同就職面接会
宇和島市役所　２階大ホール
（宇和島市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月24日
13:00～16:00

平成23年3月新規学校卒業予定者
合同就職面接会

松山市総合コミュニティセンター　キャメリアホール
（松山市）

大学等新卒者も対象。

3月10日
13:30～16:00

八西・大洲・喜多地域合同就職面接会
大洲市総合福祉センター　４階多目的ホール
（大洲市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

高知
2月7日

13:00～16:00
四万十町就職面接会

四万十町農村環境改善センター
（高岡郡）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月9日
12:30～15:30

土佐清水市就職面接会
土佐清水商工観光会館
（土佐清水市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月15日
12:30～15:30

こうち就職フェア２０１１
高知市文化プラザ　かるぽーと
（高知市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月22日
13:30～15:30

あき就職面接会
安芸商工会館
（安芸市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

福岡
2月28日

14:00～17:00
福岡地域緊急新規高卒者就職面談会

エルガーラホール８階
（福岡市）

事前登録要。

佐賀
2月1日

13:30～16:00
平成22年度第2回新規高卒者就職面接会

グランデはがくれ
(佐賀市）

2月1日
15:00～16:00

企業説明会
ハローワーク唐津　２階大会議室
（唐津市）

事前登録要。

2月12日
13:30～15:30

平成22年度第2回福祉マンパワー
合同就職面接会

マリトピア
（佐賀市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

3月8日
13:00～16:00

ミニ面接会
ハローワーク鳥栖　２階会議室
（鳥栖市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

長崎
2月7日

14:00～16:00
平成23年3月新規高等学校卒業予定者
合同企業面接会（江迎会場）

江迎公共職業安定所
（佐世保市）

事前登録要。

2月8日
14:00～16:00

平成23年3月新規学校卒業予定者
合同就職面接会（松浦会場）

松浦市役所市民ホール
（松浦市）

事前登録要。

2月9日
13:00～16:00

高校生向け緊急合同企業説明会
佐世保市体育文化館
（佐世保市）

2月10日
13:00～16:00

高校生向け緊急合同企業説明会
長崎市民会館体育館
（長崎市）

熊本
2月1日

13:30～16:00
平成22年度高校生のための就職フェア（第2
回）

興南会館
（熊本市）

事前登録要。

宮崎
2月2日

13:30～16:30
未内定者を対象としたミニ面接会

ハローワーク延岡
（延岡市）

事前登録要。

2月3日
13:30～16:00

冬のみやざき就職フェア（延岡会場）
延岡総合文化センター
(延岡市)

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月4日
13:30～16:00

冬のみやざき就職フェア（都城会場）
ホテル中山荘
(都城市)

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月8日
13:30～16:00

冬のみやざき就職フェア（日南会場）
県南地域新地場産業創出センター
(日南市)

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

2月10日
13:30～16:30

冬のみやざき就職フェア（宮崎会場）
ワールドコンベンションセンターサミット・サミットホール４Ｆ
(宮崎市)

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

3月15日
13:00～16:00

平成23年3月都城地区就職面接・相談会
都城市中央公民館
（都城市）

既卒者、大学等新卒者、一般求職者も対象。

鹿児島
2月15日

13:00～17:00
高校生のための就職面接会

鹿児島商工会議所ビル　4階
（鹿児島市）

事前登録要。

沖縄
2月1日

12:45～16:30
新規学卒者（高校・大学）
県内・県外就職面接会

沖縄コンベンションセンター
（宜野湾市）

事前登録要。大学等新卒者も対象。

2月14～16日
12:00～17:00

就活パワフルサポート
沖縄コンベンションセンター
（宜野湾市）

大学等新卒者も対象。

2月23日
13:00～17:00

若年者緊急合同就職面接会
沖縄コンベンションセンター
（宜野湾市）

既卒者、大学等新卒者も対象。

3月9～11日
12:00～17:00

就活パワフルサポート
沖縄県立武道館アリーナ
（那覇市）

大学等新卒者も対象。

http://www.tokushima.plb.go.jp/
http://www.e-roudou.go.jp/
http://www.kochi.plb.go.jp/
http://www.saga.plb.go.jp/
http://www.nagasaki.plb.go.jp/
http://www.kplb.go.jp/
http://www.miyazaki.plb.go.jp/
http://www.kagoshima.plb.go.jp/
http://okirodo.go.jp/
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/
http://www.yamaguchi.plb.go.jp/
http://www.fukuoka-plb.go.jp/
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