
ログイン・ログアウト 
ログイン 
ログインする 
学校からお知らせしたユーザーID・パスワードを入力し、「ログインする」ボタンをクリックして
ください。 
※ログイン情報がわからない場合は、学校の担当者に確認してください。 
※初回ログイン後は、管理画面でパスワードの変更も可能です。 

▲ログイン画面 

次回からユーザーID・パスワードの入力を省略⇒学校内の共有パソコンからのログインや、複数人で同じパソコンを使用
するような環境の場合は個人情報等が見られてしまうのを防止するため、本機能を利用しないでください。 

ログアウト 

パスワードを忘れたら 
「>パスワードを忘れた方へ 」をクリック。 
ユーザーＩＤ・メールアドレスを入力し、「次へ」のボタ
ンをクリックします。 
登録したメールアドレスにログイン情報を送付します。 
※初回ログインではご利用できません。 

ログアウト 
ログイン後画面の右上部にある「ログアウト」をクリックしてください。 



初回利用時の操作 
基本情報を登録する 
初回のみ、学生情報登録画面に移動します。 
項目に沿って、基本情報を登録してください。 
※登録後に内容の変更および追加可能です。 

▲ログイン画面 

▼学生情報登録画面 

学生基本情報を入力するにあたり、利用規約を確認の上、「利用規約に同意する」にチェックマー
クをいれてください。 

進路希望を登録する 
▲利用規約 

基本情報の入力に続いて、初回のみ、進路希望
登録画面に移動します。 
項目に沿って、情報を登録してください。 
※登録後に内容の変更および追加可能です。 

レコメンド機能により、入力した進路希望に
マッチした求人票を優先的に公開します。 
自分が知りたい求人や企業情報を得るために
も、できるだけ詳細な情報を入力することを
お勧めします。 

利用規約に同意する 

以上で事前作業は完了です。 



体験談の登録①-活動報告書 
活動報告書を登録する 
マイページより、活動報告書を登録してください。※登録後に内容の変更および追加可能です。 

② 
企業名を入力すると、候補企業を表示します。 
一覧より選択してください。 
一覧にない場合は、「企業を登録する」で新規登録します。 

① 活動ステータス、採用職種・区分を選択します。 

③ 具体的に活動内容を登録します。アクションから該当する
項目をクリックしてください。 

⑤ すべての入力が完了したら「登録する」ボタンをクリック
してください。 

④ 活動報告に関するアンケートを入力してください。 

活動方向書の登録は完了です。 



体験談の登録②-進路決定届 
進路決定届を登録する 
マイページより、進路決定届を登録してください。※登録後に内容の変更および追加可能です。 

① 進路状況を選択します。「就職・進学・その他」から、さ
らに詳細項目を選択してください。 

選択もしくは入力した企業名 

② 内々定（合格日）を選択します。 

③ 項目に従って、活動状況を入力します。 

④ 
学校の保存記録として残るのはもちろん自校の後輩に向け
て貴重な就活情報となります。 
できるだけ詳しく記入してください。 

活動方向書の登録は完了です。 



求人票を探す 
TOPページから検索 
トップページから求人票を検索する方法を紹介します。 

＜フリーワード検索＞ 
企業名や業務内容など、検索したい求人や企業に関連するキー
ワードを入力してください。 

＜クイック検索＞ 
業種や勤務地などを絞り込んで検索します。 

＜新着求人＞ 
学校が公開した新着求人を表示します。 
更新日が新しい情報をランダムで表示します。 

＜人気条件で検索＞ 
検索項目でも人気の高い条件を明記してあります。 

＜おすすめ求人＞ 
進路希望の登録内容に合わせた求人票をピックアップします。 

＜おすすめエリア求人＞ 
進路希望の登録内容に合わせたエリアに絞り込んだ求人票を
ピックアップします。 

テキストエリアに入力し、  をクリックすると検索結果
（求人票一覧）画面に移動します。 

業種／勤務地のプルダウンメニューから要素を選択⇒ 
「検索」ボタンをクリックすると検索結果（求人票一
覧）画面に移動します。 

企業名を直接クリックすると、選択した企業の求人票詳細
画面に移動します。 

該当する条件（ボタン）をクリックすると検索結果（求人
票一覧）画面に移動します。 

企業名のブロックをクリックすると、選択した企業の求人
票詳細が画面に移動します。 

企業名のブロックをクリックすると、選択した企業の求人
票詳細が画面に移動します。 

いくつか検索方法を組み合わせることで、より探
している求人や企業情報を得ることができます。 

公開中企業数と 
登録されている企業数 

タブを切り替えることで、 
「インターンシップ」 

「体験談検索」の検索画面に 
切り替わります。 



求人票を探す 
「求人票・企業を探す」から検索 
「求人票・企業を探す」メニューから求人票を検索する方法を紹介します。 

＜新着求人＞ 
学校が公開した新着求人を表示します。 
更新日が新しい情報をランダムで表示します。 

企業名を直接クリックすると、選択した企業の求人票詳細
画面に移動します。 

＜フリーワード検索＞ 
企業名や業務内容など、検索したい求人や企業に関連するキー
ワードを入力してください。 

テキストエリアに入力し、  をクリックすると検索結果
（求人票一覧）画面に移動します。 

＜クイック検索＞ 
業種や勤務地などを絞り込んで検索します。 

業種／勤務地のプルダウンメニューから要素を選択⇒ 
「検索」ボタンをクリックすると検索結果（求人票一
覧）画面に移動します。 

＜人気条件で検索＞ 
検索項目でも人気の高い条件を明記してあります。 
チェックを入れて「検索」ボタンをクリックしてください。 

該当する条件にチェックを入れてクリックすると検索結果
（求人票一覧）画面に移動します。 

＜条件検索＞ 
それぞれアプローチの異なる検索条件を用意しています。 
チェックを入れて「検索」ボタンをクリックしてください。 

該当する条件にマッチした検索結果（求人票一覧）画面
に移動します。 
※単一でも検索可能ですが、複数の条件を選択することで、より
絞り込むことが可能です。 

＜学校オリジナル項目で検索＞ 
学校独自で作成した項目からの検索になります。 

内容に合わせてチェック、入力し、「検索」ボタンをク
リックしてください。 

＜積極採用求人／体験談のある求人＞ 
積極採用をしている企業と実際に自学の先輩が就活を行った企
業を表示します。 

企業名のブロックをクリックすると、選択した企業の求人
票詳細が画面に移動します。 



求人票を探す 
検索結果画面 
求人票を検索すると、企業名で一覧画面が表示されます。 

① 
＜①検索条件＞ 
検索条件を表示します。 
検索条件を変更する場合は、「＞条件変更／詳細検索」をク
リックすると、検索条件を再設定できます。 

② ＜②画面説明＞ 
検索結果は各企業単位で表示します。 

☆ブックマークする 
「☆」マークをクリックすると★マークが黄色に変わり、企業情報を
ブックマークします。 
ブックマーク一覧はマイページで確認・解除などを行うことができま
す。 
 
企業情報 求人票 インターンシップ 体験談  
テキストをクリックするとそれぞれ詳細情報画面に移動します。 
 

①採用職種 
募集している職種名 
 
②雇用形態 
正社員／契約社員／派遣社員などの雇用形態区分を表示します。 
 
④募集前／受付終了 
募集期間に応じてアイコンが表示します。 
アイコンにない求人は現在募集中です。 
 
⑤詳細を見る 
求人票の詳細画面に移動します。 
 

登録した進路希望に沿って、 
エントリー可能企業やインター
ンシップ申し込み企業を表示し

ます。 

表示アイコン 

企業が10校以下に限定して配信した求人票に表示されます。 

学校で登企業登録する際に学校推薦／ありとした場合に表
示されます。 

エントリー受付期間中の求人です。 



インターンシップを探す 
TOPページから検索 
トップページからインターンシップ情報を検索する方法を紹介します。 

インターンシップを公開
中の企業数 

タブを切り替えることで、 
「求人票・企業検索」 

「体験談検索」の検索画面に 
切り替わります。 

タブを切り替えることで、 
インターンシップの種別の検索
を行うことができます。 

＜フリーワード検索＞ 
企業名や業務内容など、検索したいインターンシップ情報に関
連するキーワードを入力してください。 

テキストエリアに入力し、  をクリックすると検索結果
（インターンシップ一覧）画面に移動します。 

＜クイック検索＞ 
エントリー受付、業種や勤務地などを絞り込んで検索します。 
※チェックボックスを選択することでインターンシップ種別も
絞り込めます。 

業種／勤務地のプルダウンメニューから要素を選択⇒ 
「検索」ボタンをクリックすると検索結果（インターン
シップ一覧）画面に移動します。 

＜新着インターンシップ＞ 
学校が公開した新着のインターンシップを表示します。 
更新日が新しい情報をランダムで表示します。 

企業名を直接クリックすると、選択した企業のインターン
シップ詳細画面に移動します。 

＜人気条件で検索＞ 
検索項目でも人気の高い条件を明記してあります。 

該当する条件（ボタン）をクリックすると検索結果（イン
ターンシップ一覧）画面に移動します。 

＜おすすめインターンシップ＞ 
進路希望の登録内容に合わせたインターンシップ情報をピック
アップします。 

＜おすすめエリア求人＞ 
進路希望の登録内容に合わせたエリアに絞り込んだインターン
シップをピックアップします。 

企業名のブロックをクリックすると、選択した企業のイン
ターンシップ詳細が画面に移動します。 

企業名のブロックをクリックすると、選択した企業のイン
ターンシップ詳細が画面に移動します。 



インターンシップを探す 
「インターンシップを探す」メニューから検索 
「インターンシップを探す」メニューからインターンシップ情報を検索する方法を紹介します。 

タブを切り替えることで、 
「求人票・企業検索」 

「体験談検索」の検索画面に 
切り替わります。 

＜新着インターンシップ＞ 
学校が公開した新着のインターンシップ情報を表示します。 
更新日が新しい情報をランダムで表示します。 

企業名を直接クリックすると、選択した企業のインターン
シップ詳細画面に移動します。 

＜フリーワード検索＞ 
企業名や業務内容など、検索したいインターンシップ情報に関
連するキーワードを入力してください。 

テキストエリアに入力し、  をクリックすると検索結果
（インターンシップ一覧）画面に移動します。 

＜クイック検索＞ 
エントリー受付、業種や実施地域などを絞り込んで検索します。 
※チェックボックスを選択することでインターンシップ種別
（インターンシップ／1Day／インターンバイト）の絞り込み
もできます。 

業種／勤務地のプルダウンメニューから要素を選択⇒ 
「検索」ボタンをクリックすると検索結果（インターン
シップ一覧）画面に移動します。 

＜人気条件で検索＞ 
検索項目でも人気の高い条件を明記してあります。 
チェックを入れて「検索」ボタンをクリックしてください。 

該当する条件にマッチした検索結果（インターンシップ一
覧）画面に移動します。 

＜条件検索＞ 
それぞれアプローチの異なる検索条件を用意しています。 
チェックを入れて「検索」ボタンをクリックしてください。 

該当する条件にマッチした検索結果（インターンシップ
一覧）画面に移動します。 
※単一でも検索可能ですが、複数の条件を選択することで、より
絞り込むことが可能です。 

＜学校オリジナル項目で検索＞ 
学校独自で作成した項目からの検索になります。 

内容に合わせてチェック、入力し、「検索」ボタンをク
リックしてください。 



体験談（活動報告書・進路決定届）を探す 
TOPページから検索 
トップページから体験談（活動報告書・進路決定届）を検索する方法を紹介します。 

タブを切り替えることで、 
「求人票・企業検索」 

「体験談検索」の検索画面に 
切り替わります。 

＜フリーワード検索＞ 
企業名や業務内容など、検索したい体験談に関連するキーワー
ドを入力してください。 

テキストエリアに入力し、  をクリックすると検索結果
（体験談一覧）画面に移動します。 

＜新着体験談＞ 
学校が公開した新着の体験談を表示します。 
更新日が新しい情報をランダムで表示します。 

企業名を直接クリックすると、選択した体験談の詳細画面
に移動します。 

＜条件で検索＞ 
それぞれアプローチの異なる検索条件を用意しています。 
チェック・選択をして「検索」ボタンをクリックしてください。 

該当する条件にマッチした検索結果（体験談一覧）画面に
移動します。 

▲体験談詳細画面 

タブを切り替えることで、 
「企業情報」 

「求人票」「インターンシップ」
画面に 

切り替わります。 

「←活動報告一覧に戻る」をク
リックすると、同じ企業の他の
体験談を閲覧できます。 



ガイダンス申込 
ガイダンス一覧から検索・申し込み 
学校のお知らせからガイダンス一覧を表示します。内容を確認してガイダンスの申込み方法を紹介します。 

＜テーマ／対象4学年で絞り込む＞ 
ガイダンス一覧を絞り込むことができます。 

「受付中」は申込みが可能なガイダンスです。 
クリックすると詳細画面に移動します。 

＜申し込む＞ 
申しこむボタンをクリックすると、該当ガイダンスの申込みを
おこないます。 

＜学校オリジナル項目で検索＞ 
学校独自で作成した項目からの検索になります。 

内容に合わせてチェック、入力し、「検索」ボタンをク
リックしてください。 

予約したガイダンスは、 
「予約済み」と表示します。 



キャリア相談 
キャリア相談カレンダーから検索・申し込み 
学校のお知らせからキャリア相談予約を表示します。内容を確認してキャリア相談予約の申込み方法を紹介します。 

カレンダーでキャリア相談の受付状況を確認します。 
クリックすると、詳細画面に移動します。 

＜相談内容＞ 
相談したい内容を選択します。 

相談内容詳細に具体的な相談内容を入力してください。 

＜予約する＞ 
入力が完了したら、予約するボタンをクリックします。 

予約したキャリア相談は、 
「予約済み」と表示します。 

予約したキャリア相談は、 
ピンク色に変わります。 

予約済みキャリア相談の変更、キャンセルは、詳細画面の
最下部のボタンから行ってください。 



エントリー① 
エントリー情報を登録する 

初めてエントリーする際は、エントリーのための情報を登録します。 
すでに基本情報を登録済みの場合は、該当項目にその情報が読み込まれます。 
※登録後、「マイページ」より内容の変更および追加可能です。 

エントリー情報の登録は完了です。 

① 学部・学科、セミ・研究室、卒業予定年月など、学校関連
の情報を入力します。 

② 氏名、氏名（カナ）、生年月日を入力します。 

③ 現住所・休暇中住所に関する情報を入力します。 

④ メールアドレスを入力します。 

⑤ 自己PRに関する情報を入力します。 

⑥ スキル・資格に関する情報を入力します 

※登録したエントリー情報で、基本情報の内容が更新されること
はありません。あくまでエントリーをするために必要な情報を登
録する画面です。 
 
※入力途中で「途中保存」ボタンを押下すると、入力済みの情報
から再入力できます。 

※こちらで登録した情報は、エントリーした企業へ送信されます。 
誤字・脱字、入力ミスなどに注意してください。 



エントリー② 
エントリーの有無を検索する 

企業がエントリーを受け付けているかどうかは、トップページ表示や検索機能などを使って、 
確認することができます。 

＜新着求人＞ 
企業がエントリーを受け付けている場合は、＜エントリー受付
中＞というアイコンが表示されます。 

＜人気条件で検索＞ 
企業がエントリーを受け付けている場合は、＜エントリー受付
中＞というアイコンが表示され、クリックするとエントリーを
受け付けている情報を絞り込むことができます。 

＜クイック検索＞ 
エントリー受付中にチェックすることで、エントリーを受け付
けている情報のみを絞り込み検索できます。 



エントリー③ 
エントリーする 
エントリー受付中の求人票・インターンシップ情報にエントリーします。 

「詳細を見る」をクリックすると、 
詳細情報画面に移動します。 

「エントリーする」をクリックすると、 
ページ最下部の各種エントリーボタンへ 
移動します。 

企業のエントリー受付先の設定により、 
リンク先（ボタン数）は異なります。 

UCから直接エントリーする 

学部リンク（各就職情報サイト・企業採用サイトなど）でエントリー ※2018年12月以降 

①エントリーボタンをクリック    ②エントリーの確認     ③エントリー完了  

▲エントリー確認画面 
▲エントリー完了画面 

エントリーした求人票やインターンシップ情報
は、マイページの応募履歴で確認できます。 

表示している各就職情報サイトや企業の採用ホームページにエントリーが可能です。 
各サイトのルールに従って、登録・エントリーをしてください。 



応募管理 
応募履歴をみる 
マイページの「応募履歴・ブックマーク」でエントリーの応募履歴を確認できます。 

・ブックマーク企業（応募企業） 
・応募履歴 
タブ切り変えで確認できます。 

エントリー受付状況を表示 

ブックマークした企業の一覧を表示します。 エントリーした企業の一覧を表示します。 

エントリーすると同時に、ブック
マーク企業として登録されます。 



企業からのメッセージ① 
企業からのメッセージ 
エントリーした企業と管理画面上でメッセージのやりとりができます。 

＜マイページ：企業からのメッセージ＞ 
未読のメッセージがある場合は未読有マークが表示します。 

件名をクリックすると、メッセージの詳細を確認できます。 

タブを切り替えることで、 
受信トレイ／送信済み／ゴミ箱
の内容を確認できます。 

企業名をクリックすると、エントリーした企業の詳細
情報を見ることができます。 

■項目概要 

企業名をクリックする
と、企業の詳細画面へ 

件名をクリックすると、
メッセージ詳細画面へ 

ゴミ箱マークをクリック
すると、ゴミ箱にメッ
セージが移動 

☆をクリックすると、
ブックマークに保存 

リンクしない企業は 
学校で非公開とした企業です。 

ブックマーク企業（応募企業）に 
追加されます。 

太字は未開封のメッセージです。 



企業からのメッセージ② 
メッセージの送受信 
エントリーした企業と管理画面上でメッセージのやりとりができます。 

■送信トレイ 

件名をクリックすると、送信したメッセージの詳細を確認でき
ます。 

メッセージに内容を確認。 
返信する際は「返信する」ボタンをクリック。 

入力が完了したら、「入力内容を確認する」をクリック。 

問題なければ「送信する」ボタンをクリック。 

修正が必要な場合は、「修正する」をクリックしてください。 

■受信トレイ 

■ゴミ箱 

受信トレイ・送信済み画面でゴミ箱に入れたメッセージが表示
されます。 

完全にメッセージを削除する際は、ゴミ箱をクリックします。 
一度削除したメッセージは復元できません。 
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