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キャリアマップ
学⽣登録会

ポーズ① くるみを持っている

※本マニュアルは、教職員様向けに作成・展開するものです。
最終更新⽇ 2019年9⽉20⽇
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01.担任名の登録（各種設定 > アカウント管理）

02.学科名の登録（各種設定 > 学校情報設定）

03.@careermap.jp からのメール受信設定（学⽣）

04.履歴書写真（証明写真）の⽤意（学⽣）

05.ポートフォリオ写真（⾃⼰PR写真）の⽤意（学⽣）

00. 登録会前の⼤切な事前準備
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01.未登録・未承認の学⽣がいないか︖（正しい就職決定率の表⽰）

02.卒業年⽉の登録ミスがないか︖（正しい求⼈情報の提供）

03.履歴書（求職票）完成率が低いまま、公開している学⽣がいないか︖

04.学科名や担任名が未登録の学⽣はいないか︖

05.ポートフォリオ（⾃⼰PR写真）やテキストに不適切なものは無いか︖

登録したにも関わらず、表⽰されない学⽣がいた場合は学校名を誤って登録している可能性があります。
その際は本⼈にご確認の上、事務局へご連絡ください。

卒業年⽉を誤って登録してしまった場合は、⾃⾝の卒業年次に対して届いた求⼈情報が閲覧できません。

⽒名や連絡先は公開されませんが、学校名は企業に公開されます。60％以上での公開を推奨しています。

学科名や担任名での学⽣検索時に表⽰されません。
操作範囲が担当クラスのみの学校アカウントが存在する場合は、特に注意をしてください。

授業の課題、コンクール等の作品、学外の社会活動など、内容に関わらず、就職希望先の企業に対する
⾃⼰PRに適切なポートフォリオかどうか、また誤字脱字がないかどうかについて確認をお願いします。
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00. 学⽣登録後の⼤切な確認事項
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後悔しない就職活動と、
学校公式App.
キャリアマップの正しい使い⽅

4©careermap2019

ポーズ① くるみを持っている
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01. 就職活動を始める前に

社会⼈になるのが楽しみ。
就職するのが待ち遠しくて仕⽅ないという⼈︖
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01. 就職活動を始める前に

⼩学⽣・中学⽣の頃と⽐べて、
最近は時間が過ぎるのが早いなぁと感じる⼈︖
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ジャネの法則

©careermap2019

⽣涯のある時期における時間の
⼼理的⻑さは年齢の逆数に⽐例する

01. 就職活動を始める前に
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5歳〜
20歳まで

20歳〜
80歳まで

⼼理的な体感時間は同じ。

＝

01. 就職活動を始める前に
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就職活動の準備をすることは、
残りの半⽣をどう⽣きるかを考えることと同じです。

01. 就職活動を始める前に

周囲の⼈を
幸せにしたい

⾃分の夢を
叶えたい

この業界で
有名になりたい

社会をより
良くしたい

スキルを磨いて
⼈の役に⽴ちたい
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どのようにすれば、貴⽅の願いが実現する
職場と出逢うことができるのでしょうか︖

01. 就職活動を始める前に
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01. 就職活動を始める前に

貴⽅が魅⼒を感じる職場から、
貴⽅⾃⾝が選ばれる⼈になる。
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01. 就職活動を始める前に

01.知る

⾃分⾃⾝

就職企業

・履歴書
・Portfolio

・CareerMap
・HomePage
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01. 就職活動を始める前に

01.知る 02.聴く

⾃分⾃⾝

就職企業

・履歴書
・Portfolio

・CareerMap
・HomePage

・担任の先⽣
・友⼈、家族

・就職指導
・会社説明会
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01. 就職活動を始める前に

01.知る 02.聴く 03.⾒る

⾃分⾃⾝

就職企業

・履歴書
・Portfolio

・CareerMap
・HomePage

・担任の先⽣
・友⼈、家族

・就職指導
・会社説明会

・鏡
・⾃撮動画

・職場⾒学
・Internship
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02. キャリアマップのインストール
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こちらがダウンロードの画⾯
です。「⼊⼿」ボタンをタッ
プすると、⼊⼿ボタンが「イ
ンストール」ボタンに変わり
ます。「インストール」ボタ
ンをタップをすると、ダウン
ロードが始まります。

途中、パスワードを聞かれた
場合は、iTunesに登録してい
るパスワードを⼊⼒します。

02. キャリアマップのインストール
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メールアドレスをタップします。

02. キャリアマップのインストール
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下へスクロールします。

02. キャリアマップのインストール
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間違えないように確認しながら、
メールアドレスを2ヶ所に⼊⼒して、
「送信する」ボタンをタップします。

02. キャリアマップのインストール
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メール内のURLをタップします。
確認メールが届かない場合は、

Gmail等のアドレスを使いましょう。

就職活動では、必ず企業からの
メールを受け取ることのできる
メールアドレスが必要です。

メールが受け取れない⽅は、本⽇の
登録ができませんので後⽇必ず

友達や先⽣に尋ねて登録してください。

02. キャリアマップのインストール
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学校名を正しく⼊⼒し、選択すると
下記の様な案内が表⽰されます。

02. キャリアマップのインストール
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就学状況だけは、登録後の変更が出
来ませんので、注意して間違えない

ように⼊⼒してください。

就活状況は、進学を予定されている
⽅や就職先が決定している⽅以外は
「活動中」で登録してください。

任意のパスワード（8桁）を⼊⼒後に
次に進むボタンをタップします。

02. キャリアマップのインストール



23

⽒名、フリガナ、性別、⽣年⽉⽇を
⼊⼒します。

02. キャリアマップのインストール
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現住所の郵便番号を⼊⼒して、
「郵便番号から住所⼊⼒」ボタンを
タップします。番地を⼊⼒します。

電話番号を⼊⼒します。

「ファイルを選択」ボタンをタップ
し、スマートフォンに保存されて

いる写真データから履歴書⽤写真を
選択、トリミングして登録します。

02. キャリアマップのインストール
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業種、職種、勤務地の第⼀志望条件
を選択します。第⼆、第三志望も

⼊⼒することができます。

⼊⼒した条件は求⼈情報の検索結果
表⽰順位に影響します。

02. キャリアマップのインストール
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希望収⼊、希望休⽇、希望勤務時間
を⼊⼒した後、⼊⼒内容を確認する

ボタンをタップします。

⼊⼒内容を確認し、問題がなければ
登録するボタンをタップします。

02. キャリアマップのインストール
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03. 履歴書情報の編集
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アプリトップページ上部の
私の履歴書ボタンをタップします。

03. 履歴書情報の編集
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履歴書完成度は、就職活動準備の
⽬安になる数字です。75％以上に

なるようにしてください。

編集ボタンをタップします。

03. 履歴書情報の編集
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プロフィールを公開して、企業から
説明会参加や⾯接などのオファーを

受け取ることができます。

公開することが不安な⽅は、登録し
ているプロフィールの内容で公開し
ても良いかどうかを先⽣に尋ねるよ

うにしましょう。

03. 履歴書情報の編集
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クラス名を⼊⼒し、担任の先⽣を
プルダウンから選択します。

その他学歴に、⾼校を卒業した後に
専⾨学校へ⼊学した⽅は「⾼校」を
短⼤・⼤学を卒業した後に、または
短⼤・⼤学に通いながら専⾨学校に
通っている⽅は「短⼤もしくは⼤

学」を選択して、学校名、学科・学
部名、⼊学年⽉と就学状況を登録し
ます。主な免許や資格も、合わせて

登録しましょう。

03. 履歴書情報の編集
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⾃⼰PR（⽂章）の編集ボタンから、
過去の成⻑体験や将来の夢などを

テキストで⼊⼒します。

志望動機の次に⾯接でよく尋ねられる
内容ですので、しっかりと考えて登録
しましょう。登録ができたら担任の先

⽣に添削してもらいましょう。

03. 履歴書情報の編集
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04. 求⼈情報・職場レポートの検索
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アプリトップページ上部の
メニューボタンをタップします。

04. 求⼈情報・職場レポートの検索



35

求⼈情報を探すメニューを
タップします。

04. 求⼈情報・職場レポートの検索
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フリーワードや、業種、職種名など
で検索ができます。

上級⽣（在校⽣に限る）に届いている
求⼈票を表⽰させる場合は、募集区分
の「上級⽣の求⼈票を表⽰する」に

チェックを⼊れてください。

04. 求⼈情報・職場レポートの検索
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お気に⼊りに登録すると、「気になる
求⼈リスト」から呼び出せます。

検索結果の⼀覧表⽰画⾯からは、
検索条件を確認したり、変更したり

することができます。

求⼈票は、応募締切を過ぎると表⽰
されなくなるので注意してください。

04. 求⼈情報・職場レポートの検索
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職場レポートは、アプリトップペー
ジの「卒業⽣の近況」メニューを

タップすると表⽰されます。

04. 求⼈情報・職場レポートの検索
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就職活動に役⽴つレポートであ
れば、「イイネする」ボタンを

タップしてください。

企業からは誰が「イイネ」した
かは分かりません。

04. 求⼈情報・職場レポートの検索
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05. 説明会への参加予約、応募申請
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説明会・⼊社試験スケジュール
メニューをタップします。

05. 説明会への参加予約、応募申請
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カレンダーの⽇付をクリックすると
その⽇が予約締切⽇／開催⽇の説明

会を検索することができます。

説明会へは、求⼈情報の詳細ページ
からも参加を申し込みすることがで

きます。

05. 説明会への参加予約、応募申請
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05. 説明会への参加予約、応募申請
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求⼈情報の詳細に表⽰される「応
募を希望する」ボタンをタップす
ると、学校へ応募を申請すること

ができます。

学校から承認された後に、履歴書
情報が応募先企業へ届けられま

す。

応募を希望するボタンが付いてい
る企業は、説明会申込も学校承認
後に企業へ申込が届けられます。

05. 説明会への参加予約、応募申請
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説明会への申込や、応募申請が
承認されたらメッセージボックス

に学校から連絡が届きます。

説明会申込や応募の後は、企業か
らも連絡が届くことがあります。

05. 説明会への参加予約、応募申請
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06. 就職活動報告
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就職活動報告メニューをタップ
します。

06. 就職活動報告
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会社名をプルダウンから選択し
ます。※CareerMapから応募・
説明会申込をしていない企業の
就職活動報告は、新たに会社を
追加するをタップして、会社名

を⼊⼒してください。

該当するステータスを選択し、
活動の内容を登録します。

06. 就職活動報告
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07. オファーの承認・辞退

企業からオファーがあれば、オファー
の通知が届きます。

オファーの受け取り期限は20⽇です。
期限を超えると辞退と⾒なされます。
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07. オファーの承認・辞退

オファーは、1企業につき週1件しか
送信することが出来ません。

プロフィールを公開していない場合は
オファーが届くこともありませんので

注意してください。

また、⼀度辞退したオファーを再度、
受け取ることも出来ません。
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08. ポートフォリオの登録

⾃⼰PR（写真）の編集ボタンから、
ポートフォリオを登録します。

ポートフォリオには、授業で課題と
なった作品だけでなく、授業⾵景や
学内イベントでの取り組み、学外の
ボランティア活動など、⾃分の⼈柄
や努⼒が伝わるような写真を選ぶと
効果的です。動画はYouTube等に
UPして、そのURLを登録します。
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08. ポートフォリオの登録

授業の課題を登録する時は、成果物を
写真データにしてスマートフォンに

保存し、登録時に「ファイルを選択」
ボタンをクリックして選択します。

授業⾵景や学内イベント、学外のボラ
ンティア活動などを登録する場合は、
⾃分らしさが相⼿に伝わるような写真
を⽤意、選択するようにしましょう。

登録したポートフォリオは、いつでも
編集することが可能です。


