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キャリアマップ 

学生登録・活用の手引き 



2 

　アプリをダウンロード 

AppStoreかGooglePlayで
アプリをダウンロードしてください。

出てこなければ「キャリアマップ」で検索してください。

iPhoneの方はこちら Androidの方はこちら



3 

「入手」ボタンをタップすると 

ダウンロードが始まります。 

　キャリアマップのインストール



4 

　キャリアマップのインストール

次へを選択



　学校専用ログインページの登録

5 

「新規会員登録へ」を 

タップ 



　メールアドレス入力 

6 

メールアドレスを2箇所に入力します。 

送信するボタンをタップします。 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　メールアドレス入力 

この画面が表示されると
送信完了です。



　登録メールのメール確認 

8 

メールについている 

URLをタップします。 

確認メールが届かない場合は、 

Gmail等他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 

後日必ず先生に尋ねて登録してください。 



　基本情報の入力 

9 

学校情報を入力。 

 

☆学校名を入力！ 

☆学科・コースを入力！ 

学校名を正しく入力しすると学科・コース、

就職活動状況の入力欄が出てきます。 

 

☆学籍番号を入力！ 

 

☆就職活動状況を選択 

 



　基本情報の入力 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☆就学状況 

〇〇年3月卒業見込み 

 

☆入学年月日 

〇〇年4月 

 

☆パスワード（8桁）は忘れずに 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・氏名 

・フリガナ 

・性別 

・生年月日　を入力します。 

　基本情報の入力 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現住所の郵便番号を入力し 

「郵便番号から住所入力」 

ボタンをタップします。 

（途中まで自動入力されます） 

↓ 

番地を入力します。 

↓ 

電話番号を入力します。 

　基本情報の入力 



13 

履歴書の写真は 

スマートフォンのカメラフォルダか

ら登録することが 

できます。 

 

全ての入力が終わったら 

「次に進む」をタップします。 

　基本情報の入力 



14 

確認画面に移り、 

入力内容を確認！ 

 

問題がなければ 

「登録」ボタンをタップ。 

　基本情報の入力 



15 

「基本情報編集」を選択 

 

 

 

　クラス・担任の登録 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クラス名と担任の先生を登録すること

ができます。 

 

 

 

　クラス・担任の登録 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免許・資格の登録は 

こちらから 

　資格・学歴・職種の登録 

高校や大学など、 

今通っている専門学校以外

の学歴追加はこちらから

勤務経歴がある方は 

こちらから追加



18 

すべての入力が完了したら、 

「入力内容を確認する」ボタンをタッ

プ。 

 

内容に問題がなければ 

「登録」ボタンを押して 

保存します。 

　資格・学歴・職種の登録 



　アカウントの編集 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マイページ右上の 

歯車マークから、 

プロフィール公開や 

メールアドレス等の 

アカウント情報を 

変更することが 

可能です。 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プロフィール公開をONにすると企業

に情報が表示されます。 

公開後は企業からオファーが届くよう

になります。 

「ON」にして、オファーを受けましょ

う。 

　プロフィール公開設定 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プッシュ通知をONにすると 

アプリから通知が届きます。 

※メール通知をONにするとメールで通知を受

け取ることができます 

　通知設定 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「就活状況」をタップ 

　志望条件の入力・編集 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それぞれ現在の活動状況を 

選択することができます。  

　就活状況の編集 

準備中　　　　：活動準備をしている 

進学予定　　　：進学を予定している 

活動中　　　　：就職活動をしている 

就職決定　　　：就職先が決まった 

帰国（留学生）：帰国することが決まった 

勤務中　　　　：現在企業に勤務している 

 

※「準備中」ではプロフィールを公開していても

企業には公開されません 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「志望条件」をタップ 

　志望条件の入力・編集 



25 

希望業種や希望職種を 

登録できます。 

後から変更することも 

できます。 

　志望条件の入力・編集 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希望勤務地、企業タイプ、 

募集の特徴、希望収入、 

希望勤務時間、希望休日を 

選択することができます。 

入力ができたら 

「条件を変更」ボタンをタップして保

存します。 

　志望条件の入力・編集 



　使い方 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使用方法 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アプリトップページの 

求人情報ボタンをタップします。 

　求人情報の検索 



29 

お好みの順番に 

並べ替えができます。 

　求人情報並び替え 



　求人情報の検索 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検索マークをタップすると 

複数の条件で募集情報の 

絞り込みをすることが 

できます。 



　求人情報の検索 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勤務地や募集区分、業種など 

条件を選択し、決定ボタンを押します。 

検索条件を変更するときは、 

再度検索マークを押すと編集できます。 



　求人情報の検索 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姉妹校を設定している学校では姉妹校の

求人票をチェックを入れることで見ることが

できます。 



　求人情報の検索 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気になる求人票を 

タップすると 

内容を確認できます。 



　企業実習の検索 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ブックマークすると、
マイページで見れるようになります。



　求人情報の検索 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「企業名」をタップすると
会社情報を見ることができます。



　企業実習の検索 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会社情報もブックマークすることが
できます。



　求人票から応募 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応募は登録応募画面のボタンから可能です。 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　業界研究 

業界研究一覧

気になった記事には、
ハートマークをポチッと押して
「いいね！」をつけよう。

業界研究から、企業のこだわりや特色を知ることができます。 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　業界研究 

業界研究一覧

業界研究記事は
ブックマークすることができ
ます。
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　オファーの承認・辞退 

プロフィールを公開することで 

オファーを受けることができます。 

 

オファーを承諾するまでは、 

氏名・メールアドレス・電話番号 

・住所は企業に公開されません。 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　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日間です。 

※期限を超えると辞退と見なされます。 

※オファーは、1企業につき週2件しか 

　送信することが出来ません。 

※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。（応募は可能） 

※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 

※未対応のオファーが5件以上ある場合は、受け取るこ　と

ができません。 



　自己PR・ポートフォリオの登録 

42 

プロフィールを下にスクロールすると 

自己PRの登録ができます。 

 

ポートフォリオ 

：自分らしい写真、実習風景、作品などを投

稿します。 

 

自己PR 

：自分の強みや職種を目指す理由などを記

載します。 



　自己PR・ポートフォリオの登録 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➕マークをクリックして登録 

 

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。 



　自己PR・ポートフォリオの登録 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公開範囲を設定して公開します。 

 

全体公開： 

企業と学校がポートフォリオを閲覧でき

ます。 

 

学校へ公開： 

学校がポートフォリオを閲覧できます。 

 

非公開： 

下書きの場合など 



　自己PR・ポートフォリオの登録 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「編集」をタップして
登録画面へ。
3つまで登録することができます。
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活動記録では、就職活動の内容を 

記録（報告）することができます。 

16. 就職活動報告 　就職活動記録の登録 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就職活動記録とは 

「就職活動の状況」を記入し、 

学校に共有する項目です。 

　就職活動報告 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　就職活動報告 

※画像は「＋」ボタンで登録した場合

キャリアマップから
企業に応募するか、
「ノート」ボタンを
タップすると
活動した企業を追加していく
ことができます。
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　就職活動報告 

企業を選択して
企業ごとに活動の記録を
入力することができます。
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　就職活動報告 

就職活動が進むたびに、
「記録を追加」ボタンから活動を登録
するようにしましょう。



　学内掲示板 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掲示板が投稿されると 

内容を確認することができます 



　適性診断（診断する） 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マイページの一番下のボタンで 

適性診断を受けることができます。 



　適性診断（診断する） 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先生や同級生にも 

診断を依頼することが 

できます。 

一度診断した適性診断を削除する事や、やり直す事はできませんのでご注意ください。



　メッセージ機能 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メッセージ機能では、 

学校や応募した企業と 

メッセージをやりとりすることができま

す。 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   まとめ 
 

なにかご不明な点などございましたら
お気軽にキャリアマップ事務局まで
お問い合わせください。

キャリアマップ法人事務局

0120-975-314
受付時間：平日10:00〜17:00


