平成３１年/令和元年度合同企業説明会・就職面接会等開催日程（2月28日更新）
月

日時

イベント名

場所

対象

詳細ページ

倉敷市役所本庁舎

2019年採用試験 http://www2.city.ku
rashiki.okayama.jp/j
の受験希望者 inji/saiyo/informati

倉敷市職員採用説明会〈事務職〉

倉敷市役所本庁舎

2019年採用試験 rashiki.okayama.jp/j
の受験希望者 inji/saiyo/informati

4/26(金)13：30～15：30

岡山市職員採用説明会

岡山大学 津島キャンパス
創立五十周年記念館

全

4/28(日)10：00～18：00

岡山県公立学校教員採用候補者選考試験 相談会

とっとり・おかやま新橋館
「移住・しごと相談コーナー」

全

5/18(土)12：30～15：45

笠岡市・井原市・高梁市 職員採用合同説明会

岡山コンベンションセンター

全

津山市・真庭市・美作市・鏡野町・勝央町・美咲町・津
山圏域消防組合 職員採用合同説明会〈津山会場〉

美作大学

全

5/26(日)13：30～16：00

合同企業説明会in美作大学

美作大学

全

5/26(日)12：40～16：45

津山市・真庭市・美作市・鏡野町・勝央町・美咲町・津
山圏域消防組合 職員採用合同説明会〈岡山会場〉

サン・ピーチOKAYAMA

全

6/18(火)13：00～14：40
15：20～17：00

高梁川流域合同企業面接会

倉敷アイビースクエア
エメラルドホール

全

6/19(水)13：30～15：30

C'mon Soja 就職面接会 2019

総社市総合福祉センター

2020年就職
予定者

6/20(木)11：00～17：00
6/21(金)11：00～17：00

岡山で働こう！就職フェア in 就職博〈大阪会場〉

梅田センタービルB１階
クリスタルホール

2020年就職
予定者

6/22(土)9：30～17：00

インターンシップマッチングフェア＆事前研修会2019

岡山コンベンションセンター
1階 イベントホール

6/26(水)13：30～16：00

県北若者・学生等就活応援フェア2020

津山総合体育館

6/27(木)18：00～21：00

とっとり・おかやま新橋館
令和3年度岡山県公立学校教員志望者向け個別相談会
「移住・しごと相談コーナー」

6/27(木)11：00～17：00
6/28(金)11：00～17：00

岡山で働こう！就職フェア in 就職博〈東京会場〉

新宿エルタワー３０階
サンスカイルーム

6/29(土)14：00～16：00

倉敷市児童クラブ支援員等募集ガイダンス

ライフパーク倉敷 大ホール

全

7/3(水)13：10～16：00

2019年夏 おかやまカルチャーゾーン企業説明会

岡山シンフォニービル
3階 イベントホール

全

7/18(木)13：00～16：00

おかやま就職フェス in ジップアリーナ岡山

岡山県総合グラウンド体育館
ジップアリーナ岡山

7/30(火)13：00～15：30

高校生のためのジョブフェア

津山総合体育館

8/20(火)13：30～16：00

倉敷地域就職フェア

倉敷アイビースクエア
フローラルコート

全

8/24(土)12：00～16：00
8/25(日)12：00～16：00

福祉の就職総合フェア in 岡山

岡山コンベンションセンター
1階 イベントホール

全

8/25(日)13：00～15：00

看護・介護就職フェア2019 in IKASA

笠岡グランドホテル1階
瀬戸の間

全

10/10(木)13：00～16：00

2019年秋 くらしき合同企業説明会

4/18(木)18：00～19：30

倉敷市職員採用説明会〈技術職〉

http://www2.city.ku

4

4/21(日)9：30～11：30
13：30～15：30

5/24(金)17：50～
5

6

7

8

10/16(水)13：30～16：00
10/24(木)10：00～12：00
10
10/25(金)15：00～20：00
10/26(土)10：00～17：00
10/29(火)13：00～15：30
11/6(水)10：30～16：00
11

11/13(水)13：00～16：00

全
2020年就職
予定者
2021年就職
予定者
2020年就職
予定者

2020年就職
予定者

on/index.html
http://www.city.oka
yama.jp/jinjiiinkai/ji
njiiinkai_00026.html
http://www.pref.ok
ayama.jp/site/16/6
07737.html
http://www.city.kas
aoka.okayama.jp/so
shiki/12/20229.htm
https://www.city.ts
uyama.lg.jp/life/ind
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yama.jp/keizai/san
就活フェスタ 秋の陣
階 コンベンションホール
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https://jsite.mhlw.g
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子育て中、
o.jp/okayama子育て応援就職フェア
ル
子育て予定の方 okayamahttp://www.pref.ok
CIVI研修センター新大阪東
ayama.jp/site/16/6
岡山県公立学校講師登録会 兼 個別相談会<大阪会場>
全
E501
30873.html
http://www.pref.ok
とっとり・おかやま新橋館２階
ayama.jp/site/16/6
岡山県公立学校講師登録会 兼 個別相談会<東京会場>
全
「移住・しごと相談コーナー」
30873.html
https://okasapo.ro
アリコベールしんざ２階 津山
ukyou.gr.jp/osg2.ht
津山ふれあい企業研究＆説明会
全
ふれあいサロン
ml
https://okasapo.ro
岡山シンフォニービル ３階イ
ukyou.gr.jp/osg2.ht
おかやま秋の企業研究＆説明会
全
ベントホール
ml
https://www.y岡山県総合グラウンド体育館
2020年就職 workokayama.jp/ev
おかやま就活フェス in ジップアリーナ岡山
ent/201909/1113.h
ジップアリーナ岡山
予定者
tml

天満屋倉敷店６階 倉敷市男
女共同参画推進センター

全

平成３１年/令和元年度合同企業説明会・就職面接会等開催日程（2月28日更新）
11
月

12

日時

イベント名

3

対象

11/22(金)13：30～16：00

東備地域 新規学卒者等就職面接会

和気商工会館３階 研修室

2020年就職
予定者

12/6(金)13：00～16：00

岡山市合同企業説明会

岡山コンベンションセンター３階

2020年就職
予定者

1/18(土)13：00～16：00

おかやま企業交流会

都道府県会館4階 401会議
室

全

1/28(火)13：00～16：00

2020年冬 くらしき合同企業説明会

天満屋倉敷店６階 倉敷市男
女共同参画推進センター

全

2/5（水）13：30～15：30

お仕事発見！ in 総社 就職フェア

総社市総合福祉センター総合
福祉センター ３階

全

2/6（木）12：30～15：30

おかやま就活フェス～若者たちの就職面接会～

イオンモール岡山 ５階 おか
やま未来ホール

全

2/8（土）13：00～16：00

津山合同就職面接会

津山圏域雇用労働センター２
階

全

2/18（火）10：00～11：30
13：00～14：30

岡山県総社市の魅力＆企業説明会

キャンパスプラザ京都２階（京
大学生（全学年）
都市）

2/20（木）10：30～14：30

しごと座談会

第一セントラルビル９階

2/21（金）13：00～15：30

岡山県職員 仕事説明・座談会

岡山県庁９階

全

2/22（土）12：00～16：00

福祉の就職総合フェア in 岡山 冬

岡山コンベンションセンター３
階

全

3/5（木）13：00～17：00

延期 岡山県合同企業説明会

ジップアリーナ岡山

3/6（金）13：30～16：00

中止 東備地域企業説明会

第一セントラルビル1号館9階

3/7（土）13：00～15：30

中止 岡山県北地域企業説明会

津山圏域雇用労働センター

3/13（金）13：30～16：00

中止 いかさ就職フェア

井原市地場産業振興センター
５階

全

3/13（金）13：00～15：30
3/18（水）13：00～15：30

中止 岡山県職員 仕事説明・座談会

岡山県庁９階

全

1

2

場所

2021年卒業予定
者、大学生等

2021年・2020年
就職予定者等

詳細ページ
https://jsite.mhlw.g
o.jp/okayamaokayamaplaza/hello_work_ok
http://www.city.oka
yama.jp/keizai/san
gyou/sangyou_t001
http://www.pref.ok
ayama.jp/page/639
078.html
https://kurasapo.roukyou.gr.jp/
go-setsu-6/
http://www.city.soj
a.okayama.jp/kigyo
uyuutisyoukoushink
http://www.sanpou
s.net/search_event
https://tsuyamakoyou.jp/seminar_p
ersonal/%e6%b4%a5
http://www.city.soj
a.okayama.jp/kigyo
uyuutisyoukoushink
http://www.koyou.o
r.jp/job_zadankai.ht
ml
http://www.pref.ok
ayama.jp/page/362
095.html
http://fukushiokaya
ma.or.jp/workwelfar
e/zinzai_center/jinz
http://kirariokayama.jp/event_d
etail.php?ev_no=181

全
新規学卒者

赤磐市、備前市、
http://www.koyou.o
r.jp/kenhokugouset
u.html
https://www.city.as
akuchi.lg.jp/kurashi
/rodo/ikasashusho
http://www.pref.ok
ayama.jp/page/362
095.html

