
RECRUIT GUIDE BOOK

まずは進路希望登録から！

　進路希望登録をしなければ、みなさんの就職活動において以下のような不都合が生じますので必ず登録を
行いましょう。

● 学長推薦状や指導教授推薦状等が発行できません。
● 学校推薦（大学経由）の方法をとる事業所への応募ができません。
● 採用に関する緊急連絡（採用側からの照会、連絡など）ができません。

進路希望登録をしなかったら?

B-net お気に入り 求人検索NAVI

詳細はP.5にて確認してください。

進路希望登録
（学部3・4年生/院生）

進路希望登録の流れ

■ 職業安定法に定められています!
　進路就職課で行っている職業紹介などの業務は、職業安定法第33条2項に基づいて、職業安定所の業務
を委託されて行っているものです。就職を希望する場合、同法によりその意思を表明するために『進路希望登
録』が必要となります。就職希望者に対する情報提供、相談、連絡、紹介、応募に際しての推薦状（学長推
薦状、指導教授推薦状）や人物に関する証明書の作成交付などのためにも必要な手続きです。
　企業に就職を希望する人はもちろん、教員・公務員・社会福祉・医療分野を志望する人や、進学を希望する
人など、全ての学部3・4年生および大学院生は、『進路希望登録』を行ってください。

進路希望登録が必要な理由
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RECRUIT GUIDE BOOK

求人検索 NAVIの使い方

　みなさんの進路・就職をあらゆる面でサポートするのが「求人検索NAVI」です。利用にあたってはB-netか
らアクセスしてください。

求人検索 NAVI

B-net

❶ユーザー名およびパスワードを入力し、ログインしてください。

パスワードを紛失、または失念した場合は再発行手続きが必要となります。
学生証を持参のうえ、情報システム課（1号館2階）まで。

❷ここから「求人検索 NAVI」 に
ログインしてください。
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■ 項目別にチェックし、求人検索NAVIを使いこなそう！

１

2

3

4

04

メール受信内容

Attention!

求人検索NAVIの利用にあたっては、初期登録が必要です。 
学部3・4年生および大学院生は「進路希望登録」を最初に必ず行ってください。1・2年生時に会員登録を
すでに行っている人も、3年生になったら改めて「進路希望登録」を行う必要があります。

❶初期登録【必須】

Point!

情 報 ● 求人検索　● OB・OG情報検索　● 就職活動体験記

求人検索や各種行事・講座などの情報が得られる！
求人検索NAVIのメール配信でのみ提供する重要な情報もあるため、受信可能なメー
ルアドレスを登録し、有益な情報を手に入れましょう。

● 電話番号やメールアドレスなど連絡先に変更が生じた際には、早急に修正し、再登録してください。
● 通常5～ 10分で登録完了メールが届きます。また1日以上経過してもメールが届かない場合は、
　再度同様の手順で登録画面を表示し、登録したメールアドレスが間違いないかを確認して、
　「登録」をクリックしてください。
　携帯電話のメールアドレスを登録した場合は、「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。

● 優良求人・イベント紹介　● 進路就職課行事の連絡事項
● 有料講座・検定申込者への連絡事項　etc

進路希望登録（学部3・4年生/院生）をクリック。
★画面の指示に従い登録を完了させます。
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佛教大学に届いた求人をWeb上で紹介しています！
業種・職種・勤務地などの条件を選択しながら、自分の希望する条件にあった求人情報を検索することができま
す。掲載されているどの企業（事業所）も全て佛教大学の学生を求めています。企業（事業所）研究のツー
ルとしてもぜひ活用してください。

❷求人を検索する

佛教大学オリジナルの求人検索サービスです！Point!

佛教大学の卒業生が活躍しているような縁の深い企業や地元企業など、他の就職情
報サイトでは得られない企業情報が多いのが特徴です。求人情報は随時更新されま
すので、こまめにチェックしましょう。

■ 年度別求人社数および求人数

求人社数 10,680 13,720 12,213

186,916 184,535 152,650

※ 2018年 6月現在

2019年卒

14,646

213,385

2018年卒 2017年卒 2016年卒

求人数

【求人を検索する】をクリック
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就職活動を経て社会人になったみなさんの先輩達が、内定を獲得した際の選考の流れや提出書類、試験内
容、就職活動に関するアドバイスを記録しています。就職活動をより具体的にイメージできる参考資料にもなり
ますので、就職活動の進め方に迷ったときなどにも役立つはずです。

❸就職活動体験記検索

Point! 先輩の経験を有効活用しよう!
◎役立つ情報を収集し、就職活動に役立てましょう

◎より詳しく話が聞きたい時は、OB・OG訪問をしよう

面接官が何人いるかなど選考内容や形式が気になる場合は、まずは「就職活動体験
記」をチェック。SNSでの投稿や噂に左右されないよう、正確な情報をキャッチしましょう。
なお、年度によって選考形式が変更になることがあるので注意が必要です。

就職活動体験記を読んで、より詳細な内容を確認したい場合は、OB・OG訪問をし
ましょう。
P.72の「OB・OG訪問」をよく読み、積極的に情報収集をしましょう。

就職活動体験記検索をクリック
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大学では、文部科学省からの指示・指導に基づき、大学を卒業・修了する方々の進路調査を
行っています。
進路が決定した方は、すみやかに進路報告登録をしてください。就職や進学だけでなく、講師希望、次年度公
務員・教員採用試験受験予定、パート・アルバイト、就職希望なし等の場合も、必ず『進路報告』をする必要が
あります。

❹進路報告登録【全員必須】

進路報告登録は、必ず行ってください!!Point!

進路報告登録をクリック

進路報告登録（全員必須）

就職活動体験記登録（任意）

4年生時のゼミ担当教員を通じて提出を行う『進路報告届』では、登録は完了しませ
ん。進路決定者は必ず求人検索NAVIから進路報告登録を行ってください。

後輩のみなさんへの就職活動時における情報の登録をお願いします。就職決定先に
はならなかった企業の採用試験の体験談も登録可能です。就職・進学等含め、進路
選択時の貴重な資料になりますので、進路報告登録と併せて登録をお願いします。

Attention!
● 進路報告登録後、修正・追加事項がある場合には、再度登録し直してください。
　また、登録内容に不備がある場合、進路就職課から電話・書類確認を行っています。
　ご協力をお願いします。

就職先が決定した方は
「就職の場合（公務員・
教員を含む）」をクリック
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事前予約制のセミナー・有料講座の申込およびキャリア・アドバイザーの面談予約ができます。また、進路就
職課からの各種お知らせは、Ｂ-ｎｅｔの【掲示板】にて随時案内し、大学から付与されているG-mailアドレスに
配信されます。必ず定期的に確認してください。

Ｂ-ｎｅｔによる各種申込・面談予約

「求人検索NAVI」は、
「お気に入り」内のリンクから

アクセスしてください。

①セミナー・講座 申込方法

②キャリア・アドバイザー面談予約方法

学内で開催する事前申込制のイベントや有料の各種講座の申込手続き
ができます。なお、有料講座については、別冊「資格・講座案内ガイド」
を確認してください。
※大学院生は、進路就職課カウンターにて申込受付をしてください。

初回面談の場合、2コマ連続
（約1時間）面談することがで
きます。希望者は進路就職課
カウンターに申し出てください。
※スマートフォンサイトにはメニュー表
示がありません。“ＰＣサイト”から予
約してください。

「申込」

「学籍／申請／面談」

「セミナー・講座申込」

「申込画面へ」

日程や担当者から
面談日時を決定

「学籍／申請／面談」

「面談予約」

面談種類を選択
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