
求人検索NAVIは次のことができる本学の就職システムです。

■　本学に届く求人票がいつでも検索・閲覧できます。 ■　お気に入りの企業や検索条件を保存することができます。

■　支援行事・個人面談の予約ができます。 ■　インターンシップ情報を閲覧することができます。

■　就職活動体験記を閲覧することができます。 ■　来校企業の情報を閲覧することができます。

■　進路希望登録をすることができます。 ■　進路報告登録をすることができます。

大阪公立大学　キャリア支援室

アクセス方法 https://www2.kyujin-navi.com/GAKUGAI/login/login_unimsad.php?uniid=00356

QRコードから Microsoftのサインイン トップ画面

  または

学生ポータル（UNIPA）のリンクから

求人検索ＮＡＶＩ　利用マニュアル

トップ画面にはよく使う機能が表示さ

れます。「全てのメニュー」をタップすると、

全機能のメニューが表示されます。

Microsoftのサインイン画面が表示された場

合は、OMUメールアドレスを入力し次へ、

OMU認証システムまたは2要素認証でログ

インしてください
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■　進路希望登録 ＜最初に必ず進路希望登録を行ってください＞

利用規約の内容を確認して、

画面一番下の「同意する」を選択しま

す。

注意点
1日以上経過しても、登録完了メールが届かない場合は、登録したメールアドレスに間違いが

ないかを確認して、もう一度「登録」をしてください。

指定受信設定・着信拒否設定などを行っている方は、「jnet@kyujin-navi.com」からのメールを

受信できるように設定してください。

「進路希望登録」を選択します。

スクロールして各項目を入力します。

（必須）と書かれているところは、必

ず入力してください。

進路希望調査の登録についてを確認

し、「次へ」を選択します。

表示された項目を入力して、進路希
望を登録してください。

登録が完了すると、「登録完了メー
ル」が届きます。
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■　求人を検索する ＜　新年度の求人票は　3月1日　より公開です　＞

「求人票の検索」を選択します。 「対象卒業年」を選択し、希望する条

件を選んで「この条件で検索を開始」

を選択します。

企業詳細情報の画面で、「この企業

の求人票を見る」を選択します。

説明会・試験情報

申込先リンク

検索結果の一覧で、「企業詳細へ」

を選択します。

求人票が表示されます。
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■ マイ求人管理 （マイ条件・マイ求人）

「マイ求人管理」は、検索条件と求人のお気に入り機能です。
保存した検索条件（マイ条件）や、保存した求人（マイ求人）の一覧を管理することができます。

「進路希望登録」を選択します。

マイ条件 マイ求人

条件に名前をつ

けられます

この条件で求人

検索ができます

お気に入り度を

選択できます

企業毎にメモを

登録できます

この企業の最

新の求人票を

閲覧できます

「求人を検索する」の検索結果一覧

画面で、「この検索条件を保存」を

選択すると、使用した検索条件が、

マイ条件に保存されます。

（最大5つまで）

保存した検索条件は、ここから簡

単に検索できる他、条件に名前を

つけて管理もできます。

「求人を検索する」の、検索結果一

覧や求人票画面で、「マイ求人に登

録」を選択すると、マイ求人に保存

されます。
（最大50社まで）

保存した求人は、ここから簡単に閲
覧できる他、「お気に入り」を選んだ
り、メモを残すことができます。
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■　支援行事予約　

行事の一覧から、「この行事の日程を確認する」を

選択すると、日程の一覧が表示されます。
参加する日程の「予約する」を選択してください。

内容を確認の上、予約を確定させてく

ださい。質問がある場合は、回答を入

力して確定してください。

予約をする場合は「支援行事を予約

する」を選択します。予約済み行事の

確認・変更は、「予約した行事を確認

する」を選択します。

予約状況一覧では、予約キャンセル

や質問の回答変更、アンケート回答

などが行えます。

「支援行事の参加予約」を選択しま
す。

確定すると、申込完了メールが届きま

す。
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■　個人面談予約

「個人（グループ）面談予約」を選択し
ます。

予約をする場合は「個人面談を予約

する」を選択します。予約済み面談の

確認・変更は、「予約した個人面談を

確認する」を選択します。

予約状況一覧では、予約キャンセル

やコメント・ファイル・アンケート回答の

変更が行えます。

面談の一覧から、「この面談の日程を確認する」を選択す

ると、カレンダーが表示されます。予約する日付を選び、希

望時間を選択してください。

内容を確認の上、予約を確定させて
ください。アンケートがある場合は、回
答を入力して確定してください。
※「ファイル」の項目がある場合は、
ファイルをアップすることができます

予約を確定すると申込完了メールが

届きます。
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■　インターンシップの公開　

「インターンシップ求人」を選択します。 インターンシップ企業一覧が表示され

ます。「詳細」を選択すると、詳しい要

項が表示されます。
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■　就職活動体験記検索 先輩が残してくれた就職活動の体験記を検索できます。
企業毎の試験情報や試験の感想、アドバイスなどを見ることができます。

＜表示条件の選択＞

●「体験記」のあるOB・OBのみ表
示する
体験記の登録があるOBOGのみが
検索されます。
体験記を読みたい場合に便利です。

●「体験記」のないOB・OGも全て
検索する
体験記の登録のないOBOG情報も
含めて検索できます。
先輩達の就職状況を調べたい時に
便利です。

「就職活動体験記検索」を選択しま

す。

表示条件を選択して、会社名・会社
名カナ・業種・職種などから企業を検
索します。

閲覧したい企業の「詳細」を選択しま

す。

卒業生の一覧が表示されます。体験

記が公開されている場合、ボタンが表

示されます。

「体験記」を選択すると、詳細を閲覧

できます。体験記は画像で登録され

ている場合もあります。
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■　来校企業情報 大学を訪れた企業の情報が、こちらで公開されます。

会社名・会社名カナ・所在地・業種
などから企業を検索します。

来校情報の対象卒業年を選択しま
す.。対象卒業年がない情報は、どち
らの卒業年を選択しても閲覧できます。

「来校企業情報」を選択します。

来校企業情報の一覧が表示されます。 「詳細」を選択すると、来校企業情報
を閲覧できます。
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■進路報告①　「就職の場合（公務員・教員含む）」

進路が決定したら、必ず「進路報告登録」で報告してください。
「就職の場合（公務員・教員含む）」 「進学・その他の場合」のいずれかから登録します。
（進路が決定していない方は、「活動中の場合」より状況を報告することができます）

進路報告登録を完了すると、メニュー
に「進路決定済み」と表示されます。

進路報告登録をした後に最終進路が変更となった場合は、新しい進路でもう一度、進路報

告登録を行ってください。一番最後に登録された内容が、進路の決定先となります。

「進路報告登録」を選択します。

初回登録時のみ、進路報告
登録の案内が表示されます。

「就職の場合（公務員・教員含む）」
を選択します。

進路先を検索します。見つからない場

合は、誤字や脱字などに注意し、法

人格を省いた社名のみでも検索してく

ださい。

一覧から登録先を選択し、「上記で

登録」を選択します。検索結果に受

験先がない場合は、「上記以外で登

録」を選択します。

表示された項目を入力して、「登録」
を選択すると、進路報告登録が完了
します。

スクロールして各項目を入力します。

（必須）と書かれているところは、必

ず入力してください。

活動体験記は
試験の記録を入
力してください
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■進路報告②　「進学・その他の場合」　「活動中の場合」

「進路報告登録」を選択します。

初回登録時のみ、進路報告
登録の案内が表示されます。

「進学その他の場合」、もしくは「活動
中の場合」を選択します。

【進学・その他の場合】
「進路区分」を選択し、各項目を入
力して、「登録」すると、進路報告登
録が完了します。メニューに「進路決
定済み」と表示されます。

【活動中の場合】
「活動区分」を選択して「登録」すると、
活動中の報告が完了します。メニュー
に「活動中」と表示されます。

進路報告登録をした後に最終進路が変更となった場合は、新しい進路でもう一度、進路報

告登録を行ってください。一番最後に登録された内容が、進路の決定先となります。
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■就職活動体験記の登録
最終進路以外の受験先を、「就職活動体験記」として登録できます。
あなたの就活の経験を後輩へ伝えるために、受験した企業の体験記を登録し
てください。

登録が完了すると、「現在の登録状

況」に追加されます。内容の変更時も

必ず「登録」をしてください。

新しい受験先を登録する時は、「就

職活動体験記を新規登録する」から

進みます。一度登録した受験先は、

一覧に追加されます。

「就職活動体験記の登録」を選択し
ます。

一覧から登録先を選択し、「上記で

登録」を選択します。検索結果に受

験先がない場合は、「上記以外で登

録」を選択します。

表示された項目を入力して、「登録」
を選択すると、就職活動体験記の登
録が完了します。

スクロールして各項目を入力します。

（必須）と書かれているところは、必

ず入力してください。

活動体験記に試
験の記録を入力
してください

受験先を検索します。見つからない場

合は、誤字や脱字などに注意し、法

人格を省いた社名のみでも検索してく

ださい。

登録済みの体験記は、「内容確認」
から、変更が行えます。
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■　ファイルアップロード
ファイルをアップロードして提出する事ができます。
大学からアップロードされたファイルのダウンロードもできます。

自分がアップロードしているファイルの

一覧と、大学からアップロードされたファ

イルの一覧が表示されます。

「ファイルアップロード管理」を選択しま
す。

アップロードする際は、「アップロード」を

選択します。タイトルを入力し、アップ

ロードするファイルを選んで確認画面

へ進み、登録をするとアップロードが完

了します。

①アップロードしたファイルの保存期間は1週間です。1週間が経過すると自動的に削除されます。
②ファイルを誤ってアップロードした場合は、削除の上、正しいファイルを改めてアップロードしてください。
③大学からファイルがアップロードされると、通知メールが届きます。1週間以内にダウンロードしてください。

「大学からのアップロード一覧」には、

大学からアップロードされたファイルが表

示されます。「ファイルを見る」を選択す

ると、該当のファイルをダウンロードでき

ます。
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■　各種アンケート 大学が行うアンケートへの回答方法です。

回答可能なアンケートの一覧が表示

されます。「回答画面へ」から進み、回

答を登録してください。期限内であれ

ば回答を変更できます。

「アンケート一覧」を選択します。 各質問に回答を入力し、「登録」を選

択してください。内容変更時も再度

「登録」をしてください。
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