令和3年度就職関係イベント開催日程（2月7日更新）
月

日時

4

4/29(木・祝)13:00～16:00

6

6/16（水）～6／18（金）

イベント名

津山圏域合同企業説明会

Web版おかやま就職マッチングフェア2021（第1弾）

場所

対象

詳細ページ

津山圏域雇用労働センター

2022年就職予定 http://www.koyou.o
者、既卒、一般 r.jp

オンライン

2022年就職予定 https://work.infom
ark.jp/moushikomi.p
者、既卒、一般 hp

ピュアリティまきび

https://jsite.mhlw.g
o.jp/okayama保育士資格者 roudoukyoku/news_
topics/event/_0001
3.html

7/9（金）10：00～12:00

保育士応援セミナー

7/10（土）12:30～16:45

Web版おかやまインターンシップマッチングフェア（女子学生対象）

オンライン

2023年以降就職 https://work.infom
ark.jp/intern_moush
予定者
ikomi.html

7/11（日）9:30～16:45

Web版おかやまインターンシップマッチングフェア（全学生対象）

オンライン

2023年以降就職 https://work.infom
ark.jp/intern_moush
予定者
ikomi.html

7/13（火）～7／14（水）

おかやま高梁川流域Web合同企業説明会

オンライン

2022年就職予定 https://shunavi.jp/
takahashigawa/
者、既卒

7/17（土）13:30～16:00

Web版おかやまインターンシップ事前研修会

オンライン

2023年以降就職 https://work.infom
ark.jp/intern_moush
予定者
ikomi.html

7/31（土）13:30～15:30

浅口市保育士等就職フェア

8/1（日）12:00～16:00

福祉の就職総合フェア岡山2021

7

浅口市中央公民館２階 大講
義室

全

http://www.city.asa
kuchi.lg.jp/kurashi/
rodo/hoikushi.html

岡山コンベンションセンター

学生、社会人、 https://jinzai.fukus
未経験、どなた hiokayama.or.jp/oka
yama-fukushifair/
でも参加可

サンワーク総社

https://www.city.so
ja.okayama.jp/kigyo
2022年就職予定 uyuutisyoukoushink
ou/jigyou_yushi_koy
者、既卒
ou/mensetsukai202
1.html

8/6（金）14:00～16:00

就職面接会 in 総社 2021

8/7（土）13:00～16:00

津山合同就職面接会

8/10（火）13:00～14:30

保護者向けWeb座談会

オンライン

就活のお子様を https://shukatsutv.
お持ちの保護者 com/okymweb/

8/27（金）13:00～16:30

おかやまオンライン合同企業説明会

オンライン

15歳～概ね50歳 https://peraichi.co
までの学生・社 m/landing_pages/vi
ew/mmgs/
会人

各企業

大学生、大学院
https://kurashiki.ar
生（短大・専門学 ea-i.org/
生含む）

オンライン

全国の大学等の https://www.pref.o
学生（卒業年次 kayama.jp/page/72
4257.html
生は除く）

津山圏域雇用労働センター

津山地域求職
者、転職希望 https://tsuyama者、IJUターン希 koyou.jp
望者

8

8月～9月

倉敷市実践型インターンシップ

8月～9月

岡山県庁インターンシップ

令和3年度就職関係イベント開催日程（2月7日更新）
月

日時

イベント名

場所

対象

詳細ページ

大学、短期大
https://shukatsutv.
学、専門大学の com/okymweb/
学生（全学年）

8/23（月）～9/6（月）のうち
企業魅力発見！おかやまWeb座談会
7日間

オンライン

9/14(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

オンライン

9/16（木）～9／17（金）

Web版おかやま就職マッチングフェア2021（第2弾）

オンライン

9/16(木)10:00～14:30

女性のためのお仕事応援フェア

総社市サンロード吉備路

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

9/28(火)10:00～14:30

女性のためのお仕事応援フェア

赤磐市立中央公民館

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

10/2(土)14:00～16:00

無職のお子様を持つ保護者同士の意見交換会

社会人

https://www.yworkokayama.jp/

2022年就職予定 https://work.infom
ark.jp/moushikomi.p
者、既卒、一般 hp

9

10/2(土)

10/12(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

10/12(火)10:00～14:30

第一セントラルビル2号館８階 無職のお子様を http://okasapo.rou
会議室ハーブ
持つ保護者 kyou.gr.jp/

就職氷河期世代正社員雇用マッチングプロジェクト
合同企業説明会

オンライン

社会人

https://www.staffs
ervice.co.jp/ntfiles/nr_210901.pdf

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

オンライン

社会人

https://www.yworkokayama.jp/

久世エスパスランド

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

オンライン

社会人

https://www.yworkokayama.jp/

女性のためのお仕事応援フェア

10/19(火)
10:30～11:30（個別相談）、 就職氷河期世代向け正社員就職セミナー
13:00～15:00（セミナー）
10
10/19(火)13:00～16:30

高梁川流域合同就職面接会

10/28(木)13:00～14:30

留学生就活セミナー（スキルアップ編）

10/30(土)13:00～16:00

あさくち就職フェア2021

11/2(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

11/5(金)13:30～16:00

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

東備地域若年者等就職面接会

倉敷市民会館

学生、社会人、
https://takahashiga
どなたでも参加 wa.net/top
可

オンライン

留学生

https://www.optic.
or.jp/okayamassn/event_detail/in
dex/2412.html

浅口市健康福祉センター

学生、社会人、
どなたでも参加
可

https://www.city.as
akuchi.lg.jp/event/
shushokufea2021.h
tml

オンライン

社会人

和気商工会館 3階

https://www.yworkokayama.jp/

2022年就職予定
者（新規大卒者・
https://wakekoyo.j
新規高卒者・概 p/386
ね45歳未満の
方）

令和3年度就職関係イベント開催日程（2月7日更新）
月

日時
11/16(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

イベント名

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

場所

対象

オンライン

社会人

詳細ページ

https://www.yworkokayama.jp/

https://kurasapo.roukyou.gr.jp/20
21-1118%e6%9c%a8%ef%bc%
89%e5%90%88%e5%90%
8c%e4%bc%81%e6%a5%
ad%e8%aa%ac%e6%98%
8e%e4%bc%9a%e3%82%
92%e9%96%8b%e5%82%
ac%e3%81%97%e3%81%
be%e3%81%99/

11/18(木)12:00～15:25

くらしき合同企業説明会

オンライン
社会人、就職活
（視聴会場：倉敷市男女共同
動中の方
参画推進センター）

11/19(金)13:00～16:00

つやま秋の企業研究＆説明会

津山圏域雇用労働センター

15歳～概ね50歳 https://peraichi.co
までの学生・社 m/landing_pages/vi
ew/tsuyamammgs/
会人

11/25(木)10:30～16:00

おかやま就活フェス（新規学卒者等合同就職面接会）

ジップアリーナ岡山

2022年就職予定 https://public.lecの学生、既卒3 jp.com/jakunen年以内の方 okayama/

11/26(金)10:00～14:30

女性のためのお仕事応援フェア

瀬戸内市保健福祉センター

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

11/27（土）13:30～15:30

浅口市保育士等就職フェア

浅口市健康福祉センター2階
研修室

全

http://www.city.asa
kuchi.lg.jp/kurashi/
rodo/hoikushi.html

11

https://ssl.anabuki

11/29(月)～11/30（火）

岡山市合同企業説明会

岡山コンベンションセンター

３５歳～50歳の -cs.jp/acsed/okayama_seikiko
氷河期世代 youka_hyougaki3550/

12/7(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

12/10(金)10:00～14:30

12

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

女性のためのお仕事応援フェア

オンライン

社会人

https://www.yworkokayama.jp/

御津公民館

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

2022年就職予定 https://work.infom
者、既卒、一般、 ark.jp/moushikomi.p
hp
留学生

12/16（木）～12／17（金）
両日9：30～16：30

Web版おかやま就職マッチングフェア2021（第3弾）

オンライン

12/21(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

オンライン

社会人

https://www.yworkokayama.jp/

玉野市中央公民館

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

オンライン

社会人

https://www.yworkokayama.jp/

オンライン

２０２３年卒の大
学生等（１，２年
生や社会人若年
層も参加可）

12/23(木)10:00～14:30

1/11(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

1/15(土)13:00～17:00

女性のためのお仕事応援フェア

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

新春UIJターン合同説明会

https://localsyukatsu.mhlw.go.jp
/seminar/jichitai01
/

令和3年度就職関係イベント開催日程（2月7日更新）
月

日時

1/17(月)14:00～16:00

1/18(火)14:00～16:00

1

1/18(火)
9:00～11:00（個別相談）、
13:00～15:00（セミナー）

高梁市・総社市合同就職フェア

高梁市・総社市合同就職フェア

就職氷河期世代向け正社員就職セミナー

1/20(木)10:00～14:30

女性のためのお仕事応援フェア

1/22(土)11:00～15:30

岡山ものづくり企業就職フェア

1/29(土)13:00～16:00

1/30(日)13:00～16:30

2/9(水)14:00～16:00

2

イベント名

（中止）津山合同就職面接会

岡山県アスリート就職支援事業研修会

総社市就職フェア

2/10(木)13:00～16:00

（中止）おかやま就活フェス～若者たちの合同就職面接会～

2/16(水)10:00～14:30

女性のためのお仕事応援フェア

2/16(水)13:00～15:30

2/18(金)13:00～16:20

2/22(火)
午前の部：10:30～12:00
午後の部：13:00～14:30

2/27(日)13:00～16:20

岡山県職員（行政・事務）の仕事説明・座談会

学生のためのつやまエリアオープンジョブ2022（１日目）

県北企業×オカジョブ しごと座談会

学生のためのつやまエリアオープンジョブ2022（２日目）

場所

対象

詳細ページ

高梁総合福祉センター

https://www.city.so
ja.okayama.jp/kigyo
高梁市での就職 uyuutisyoukoushink
ou/jigyou_yushi_koy
希望者
ou/takahashi-sojasyusyoku_3.html

サンロード吉備路

https://www.city.so
ja.okayama.jp/kigyo
総社市での就職 uyuutisyoukoushink
ou/jigyou_yushi_koy
希望者
ou/takahashi-sojasyusyoku_3.html

オンライン

社会人

https://www.yworkokayama.jp/

笠岡市民会館

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

岡山コンベンションセンター

ものづくりの職
場へ就職を希望
する方や関心の
ある方

津山圏域雇用労働センター

津山地域求職
者、転職希望 https://tsuyamakoyou.jp/r4-1者、IJUターン希 29b1/
望者

オンライン

就職後も競技継
続を希望してい https://www.pref.o
る内定者および kayama.jp/page/75
就職活動中の学 4809.html
生等

サンワーク総社

https://www.city.so
ja.okayama.jp/kigyo
総社市での就職 uyuutisyoukoushink
ou/jigyou_yushi_koy
希望者
ou/r3_soja_part_job_
fair.html

おかやま未来ホール

浅口市健康福祉センター

令和４年３月高
校、大学等卒業
https://oka予定者、概ね４５ job.site/
歳未満の若年求
職者

社会人

http://anabukics.jp/jobsupport_w

岡山県職員（行
岡山会場（岡山県庁周辺）もし 政・事務）の仕事 https://www.pref.o
kayama.jp/page/75
くはオンライン
に興味・関心の 6216.html
ある方

オンライン

第一セントラルビル１号館

オンライン

大学生、短大
生、高専生、専
門学校生、高校
生

https://okajob.com
/2023/event/2022
0218.0227_tsuyama
area.openjob/?ev_id
=4329

令和５年３月に
大学、短大、高 https://okajob.com
/2023/event/detail
専、専修学校等 .html?ev_id=4331
を卒業予定の方
大学生、短大
生、高専生、専
門学校生、高校
生

https://okajob.com
/2023/event/2022
0218.0227_tsuyama
area.openjob/?ev_id
=4329

令和3年度就職関係イベント開催日程（2月7日更新）
月

日時

3/1(火)13:00～15:30

3/2(水)10:00～17:00

3/3(木)9:30～17:00

イベント名

おかやま春の企業研究＆説明会2022

岡山県合同企業説明会

岡山県合同企業説明会

3/4(金)10:00～17:00

岡山県合同企業説明会

3/4(金)13:00～15:30

岡山県北地域企業説明会

場所

3/7(月)13:30～16:00

総社市合同企業説明会

東備地域企業説明会

詳細ページ

岡山コンベンションセンター

就職氷河期世代
～一般求職者 https://okasapo.ro
（15歳～概ね50 ukyou.gr.jp/?page_i
歳までの学生・ d=384
社会人）

オンライン

令和５年３月に
大学、短大、高
https://gousetsu.in
専、専修学校等 fomark.jp/
を卒業予定の方
等

ジップアリーナ岡山

令和５年３月に
大学、短大、高
https://gousetsu.in
専、専修学校等 fomark.jp/
を卒業予定の方
等

オンライン

令和５年４月に
大学、短大、高
https://gousetsu.in
専、専修学校等 fomark.jp/
を卒業予定の方
等

岡山県津山総合体育館

令和５年３月に
大学、短大、高 http://www.koyou.o
r.jp/kenhokugouset
専、専修学校等 u.html
を卒業予定の方

3

3/4(金)13:00～16:00

対象

サンワーク総社

令和５年３月新
規大学等卒業予
定者、概ね４５歳
未満の若年求職
者等

https://www.city.so
ja.okayama.jp/kigyo
uyuutisyoukoushink
ou/jigyou_yushi_koy
ou/soja_gosetsu.ht
ml

第一セントラルビル１号館
９階大ホール

令和５年３月大
学等卒業予定
https://wakekoyo.j
者、概ね４５歳未 p/396
満の若年求職者
等

第一セントラルビル１号館
９階大ホール

令和５年３月大
学等卒業予定
http://www.saidaiji
者、概ね４５歳未 -kokai.jp/
満の若年求職者
等

3/16(水)13:00～16:00

西大寺・瀬戸内地区企業説明会

3/16(水)13:00～15:30

岡山県職員（行政・事務）の仕事説明・座談会

岡山県職員（行
岡山会場（岡山県庁周辺）もし 政・事務）の仕事 https://www.pref.o
kayama.jp/page/75
くはオンライン
に興味・関心の 6216.html
ある方

3/18(金)13:00～15:30

岡山県職員（行政・事務）の仕事説明・座談会

岡山県職員（行
岡山会場（岡山県庁周辺）もし 政・事務）の仕事 https://www.pref.o
kayama.jp/page/75
くはオンライン
に興味・関心の 6216.html
ある方

