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1.1.1.1. 概要概要概要概要    

 

(1)(1)(1)(1) 背景・目的背景・目的背景・目的背景・目的    

 

当サイトは、早稲⽥⽂理専門学校が平成２８年〜平成３０年の３か年で受託した⽂科省委託事業「専修

学校版デュアル教育システム」の事業活動の一環として構築しています。早稲田文理専門学校が主幹とな

り「ゲーム・ＣＧ分野産学連携コンソーシアム」を組織し、全国の専門学校、ゲーム・ＣＧ分野企業が協

力し、産学連携教育の質保証・向上を目的としています。 

 

(2)(2)(2)(2) 役割・機能役割・機能役割・機能役割・機能    

 

従来、インターンシップは学校と企業が個別に行なっていました。しかしながら、「ゲーム・ＣＧ分野

産学連携コンソーシアム」に参加する学校・団体は全国に散在しており、全国規模でインターンシップを

実施するには情報共有が必要不可欠です。これを解決するため、当事業ではインターンシップ仲介のため

に必要な情報を収集し共有するため、WＥＢシステムを構築しています。 

WＥＢシステムは以下の機能を持っています。 

① 学生は作品を登録し、企業は作品を閲覧します。 

② 企業は学生作品を評価することで、スキル認定を行います。 

③ 企業はインターンシップを募集し、全国の学生はこれに応募します。 

④ 企業は適正スキルを持つ学生をインターンシップに勧誘します。 

 

(3)(3)(3)(3) WWWWＥＢシステムの構成ＥＢシステムの構成ＥＢシステムの構成ＥＢシステムの構成    

 

WＥＢシステムは以下２つから構成されています。人材マッチングは、スキル認定の機能を含んでいま

す。 

・スキル認定システム（上記(2)の①、②） 

・人材マッチングシステム（上記(2)の①、②、③、④） 
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(4)(4)(4)(4) WWWWＥＢシステムＥＢシステムＥＢシステムＥＢシステムで使用する項目で使用する項目で使用する項目で使用する項目    

 

① ログイン権限 

当システムは、利用する方の立場・役割に応じて権限が付与されています。当システムにログインした

際は権限により操作できる機能が分かれています。 

NNNNo.o.o.o.    立場・役割立場・役割立場・役割立場・役割    権限権限権限権限    操作できる機能（一例）操作できる機能（一例）操作できる機能（一例）操作できる機能（一例）    

1111    教員 組織管理者 組織に関わる管理を行う。 

2222    学生 技術者 作品を登録する。 

3333    ゲーム・ＣＧ企業 採点者 作品を評価する。 

※ 組織管理者がユーザ登録する際は、立場・役割に合わせて適切な権限を設定して下さい。 

 

② スキル評価レベル 

学⽣が登録した作品について⾃⼰評価や企業評価を⾏う際に、スキルに対して１〜５段階でレベルを

付与します。 

レベルレベルレベルレベル    人材イメージ人材イメージ人材イメージ人材イメージ    スキル感スキル感スキル感スキル感    

1111    要学習 該当スキルを学ぶ必要がある 

該当スキルの概要を知っている 

2222    学 生 一通り該当スキルを学んでいる 

スキルに関する知識を持っている 

スキルに見合ったツールを操作できる 

3333    要育成 スキルを学んである程度表現できる 

スキルに見合ったツールを使って自己表現できる 

指導を受けながら作業を遂行できる 

4444    作業員 スキルを十分に使いこなせる 

主体的に成果物を完成させることができる 

スキルを活用しクライアント・ニーズに対応できる 

5555    即戦力 人に教える・指導できる 

プロジェクト内で連携し制作進行できる 

品質・納期など責任をもって制作できる 

 

③ ジャンル 

現在のところ、ジャンルはシステム管理者のみが管理しています。追加してほしいジャンルがあれば、

システム管理者まで連絡して下さい。 

 

④ スキル分野・項目 

 現在のところ、共通のスキル分野・項目はシステム管理者のみが管理しています。その他の学校独自の

スキル分野・項目が必要な場合は、組織管理者が新規に追加して管理することができます。 
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(5)(5)(5)(5) スキル認定システム利用手順スキル認定システム利用手順スキル認定システム利用手順スキル認定システム利用手順    

 

当システムは、権限に応じて以下の流れで適宜使用して下さい。 

 

① 教員 

 システム管理者からログイン情報を取得し、システムにログインします。 

 最初は１教員、１組織（学校）しか存在しません。最初の教員が学校全体を管理する学校管理者の位

置付けとなります。 

 必要に応じて、下位組織（学部、学科）を登録します。下位組織を管理する教員（担任）を登録する

こともできます。これにより、組織を手分けして管理することができます。 

 組織に所属する学生を登録します。パスワードは仮で登録し、学生にログイン後に変更してもらうと

手間が省けます。学生登録の際の権限は、「技術者」とします。 

 当システムには予めデフォルトで共通スキルが登録されています。これ以外の学校独自のスキル分

野・スキルは、必要に応じて登録して下さい。 

 

② 学生 

 教員からアカウント情報（ID、パスワード）を教えてもらい、システムにログインします。 

 まずはプロファイルにて性別、生年月日、紹介を正しく記載しましょう。これらの情報は、企業が学

生を検索する際の重要な情報となります。 

 作品を登録します。作品のジャンル、説明、作品データを記載して下さい。より詳しい情報があれば

あるほど企業が評価しやすくなり明日。 

 登録した作品に対して評価してほしいスキルを付加して下さい。続いて自己評価としてスキルレベ

ル（１〜５）を設定します。 

 企業が作品についてスキル評価を行うことで、作品や学生のスキル評価を確認することができます。 

 

③ 企業 

 システム管理者からログイン情報を取得し、システムにログインします。 

 作品一覧から作品を選んでスキルを評価します。 

 企業が作品のスキルを評価することで、学生にスキルが積み上がることになります。学生一覧にて、

積み上がり要約された学生のスキルを確認することができます。 

 企業は、自身が所属する組織（学校）の学生・作品の閲覧のみに制限されています。他組織を閲覧し

たい場合は、システム管理者に連絡して対象組織に所属する必要があります。学校の下位組織（学部、

学科）は、学校の組織管理者に連絡し組織に所属させてもらう手順となります。 
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(6)(6)(6)(6) 人材マッチングシステム利用手順人材マッチングシステム利用手順人材マッチングシステム利用手順人材マッチングシステム利用手順    

    

スキル認定システムの手順に加えて、教員・学生・企業は、インターンシップを成立させるため以下の

手順を踏むことになります。 

 

① 企業は、インターンシップなどの人材募集案件（公開、説明、対象組織、性別、期間）を登録します。

続いて募集する案件について必要とするスキルを登録します。 

 

② 企業は、人材募集にマッチする学生を検索します。マッチした学生に対して人材募集への「勧誘」を

行うことができます。「勧誘」したが学生はマーク状態となりコンタクト一覧に表示されます。コン

タクトとは、１人の企業と１人の学生の接触状態を示します。 

 

③ 企業がコンタクトした学生は「応募・見送」を選択し、学校の教員が「承認・否認」を選択します。

コンタクトの状態が、学生（応募）、教員（承認）、企業（勧誘）となれば、その募集は成立したこと

になります。 

 

④ 学生は、公開された人材募集を確認することができます。非公開にすると学生からは人材募集の一覧

から確認することはできません。人材募集を公開すると、勧誘する前に学生から「応募」されること

もあります。その際、企業は「勧誘」か「見送」を選択して下さい。 
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2.2.2.2. スキル認定システムスキル認定システムスキル認定システムスキル認定システム    操作手順操作手順操作手順操作手順    

 

発行されているＩＤ・パスワードにてログインします。 

ＵＲＬ： https://jedai.growing-creators.jp/skill/ 

 
 

ログインした方の権限によって、メインメニューの表示が切り替わります。 

 教員（組織管理者）  [組織]、[ユーザ]、[スキル分野]、[学生一覧]、[作品一覧]、[統計] 

 学生（技術者）  [スキル評価]、[作品一覧]、[新規投稿]、[スキル分野] 

 企業（採点者）  [学生一覧]、[作品一覧]、[スキル分野]、[統計] 

 

 初めてログインした際は、仮パスワードを変更しましょう。学生の場合は、ユーザ紹介も可能な限り記

載して下さい。人材マッチングシステムを利用する企業にとって募集する際の重要な情報となります。 
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2.1.2.1.2.1.2.1. 学生学生学生学生の操作手順の操作手順の操作手順の操作手順    

 

(1)(1)(1)(1) ＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページ    

 

「お知らせ」と人材募集に対する「応募状況」が表示されています。応募状況に関しては、人材マッチ

ングにて説明します。 

 

お知らせには、作品の新規投稿の際の注意事項が記載されています。 

 このシステムは、クリエイターが作品を投稿し、業界の方がスキルを評価するものです。 

 まずは新規投稿から、作品をアップしましょう。 

 

題名題名題名題名    

わかりやすい題名を入れてください。 

ジャンルジャンルジャンルジャンル    

ジャンルは複数追加できます。 

 

解説解説解説解説    

作品の説明、自己アピールなど自由に記載してください。 

動画、写真などは、YouTube、Instagram などへのリンクを付けることができます。 

 

添付ファイル添付ファイル添付ファイル添付ファイル    

作品をアップロードしてください、複数ファイルの場合は、フォルダにまとめて zip 圧縮して送る

ようにしてください。（＊１） 

 

 

 

 

 

 

 

 投稿した作品についてスキルを登録し、１〜５段階で⾃⼰評価して下さい。 

 作品の自己評価したスキルに対して、学校の先生か業界の方が評価します。 

 自己評価と比較することで、自分のレベルを正しく知ることができます。 

（＊１）アップロードは 1 回につき 300MB までです。全て合計した作品データ容量は、1 人

3GB までになります。 

3GB を超える場合は、過去の作品の添付データを削除して下さい。添付データのみの削除で

あれば評価されたスキルはそのまま保持されます。作品自体を削除すると、その作品に対し

て評価したスキルも削除されますので注意して下さい。 
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(2)(2)(2)(2) スキル評価スキル評価スキル評価スキル評価    

 

 投稿した作品に対して企業がスキル評価すると、積み重なったスキルを予約して個人のスキルを閲覧

することができます。ここでのスキル評価は、[作者]、[自分]、[他採点者]で分けて表示します。 

 

[作者]  作品を作った方のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

 

 スキル評価および集団内での偏差値 

個人のスキル評価レベルについて、評価数を表示し、全組織（※２）および各組織（選択可）での位置

を標準偏差で表示します。 

 

 
 

※１ 同じスキル評価項目であれば、一番高いレベルのものだけを表示します。 

※２ 当システムを利用している全ての学校です。 
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(3)(3)(3)(3) 作品一覧作品一覧作品一覧作品一覧    

  

自分の投稿した作品一覧を表示します。 

 

 検索 

キーワード 作品名、作者、解説に記載されているキーワードから検索します。 

ジャンル 登録されているジャンルから選択して下さい。 

採点状況 すべて、採点済、未採点から選択して下さい。 

 

 一覧の項目 

採点  ログインしている方が、採点済かどうかを表示しています。 

スキル評価 [作者]  作者のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

操作  [採点]  ⑤へ。作品を投稿したらまずは自己評価しましょう。 

  [編集]  ④へ。  
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(4)(4)(4)(4) 新規投稿新規投稿新規投稿新規投稿（または編集）（または編集）（または編集）（または編集）    

 

作品を新規投稿します。以下の各項目を入力して下さい。 

 

 題名は分かりやすい名称を付けましょう。 

 解説は、ゲームＣＧ企業がスキル評価する際の重要な情報となります。 

 HTMLエディタとなっています。 

複雑なレイアウトは、直接[ソース]画面に切替てHTMLで記述できます。 

 改行は 2 通りあります。 [Enter] 一行分空けます。  <br> 

[Shift + Enter] 改行します。 <p> 

 システム外に対して公開しても良い動画や画像は、YouTube や Instagram を活用して、ここで

はリンクを張るようにします。 

 システム外に対して非公開データ（プログラムソース等）は、極力 zip にまとめて「添付ファイ

ル」からアップします。 

 

※ 追加してほしいジャンルがあれば、システム管理者まで連絡してください。 

※ 題名・解説は、作品一覧にて検索する際のキーワードになります。 
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(5)(5)(5)(5) 採点採点採点採点    

 

 作品を投稿した際には、自己評価して下さい。評価して欲しいスキル項目を選んでレベル付をします。 

レベルは、１〜５段階で評価します。 

 

自己評価スキル項目に対して、企業から評価してもらうことができます。自己評価と企業評価の違いを

見比べて、自分の評価認識を確認することができます。 

 

 

 コメントコメントコメントコメント    企業の方と、直接コメントでやり取りすることができます。    

自己評価 ＞ 企業評価 自己評価が高い傾向がある方は、他の作品をもっと見て客観的な目や審

美眼を養う必要があります。作品に内包するスキル・レベルを正しく理

解する必要があります。 

自己評価 ＜ 企業評価 実際の業務において過小評価は人材を十分活かせないことに繋がるた

め、企業にとっては大きな損失となります。作品を多方面から見る目を

養い、客観的・分析的に⻑所や改善点を把握することが必要です。 
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(6)(6)(6)(6) 情報情報情報情報    

    

 技術者情報技術者情報技術者情報技術者情報 作者のプロファイルを表示します。 

 

 作品作品作品作品 投稿した作品ごとに、スキル評価を表示します。 

[作者]  作品を作った方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

 

 スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値    

個人のスキル評価レベルについて、評価数を表示し、全組織（※２）および各組織（選択可）での位置

を標準偏差で表示します。 
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2.2.2.2.2.2.2.2. 教員教員教員教員の操作手順の操作手順の操作手順の操作手順    

 

(1)(1)(1)(1) ＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページ    

 

教員（組織管理者）が使う機能は、大きく分けて２つの側面があります。 

 環境管理 [組織]、[ユーザ]、[スキル分野] 

 学生管理 [学生一覧]、[作品一覧]、[統計] 

 

ログイン直後は、TOPページ「所属している組織の状況」を表示します。この表は、学生に関する情

報のみが表示されています。 

 学生数は、下位組織を含んだ数字を表示しています。 

 作品数、採点済み、未採点の作品数を表示します。（採点済み・未採点は、ログインしている方が採

点済みかどうかを表示しています。） 

 

※ 組織に所属する教員（組織管理者）、企業（採点者）は、[ユーザ]から確認することができます。 

※ 自分が所属する組織以下の組織が一覧に表示されます。 

例えば、ログインしている教員が、CG・Web クリエイター科のみであれば、以下のような表示にな

ります。 
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(2)(2)(2)(2) ユーザユーザユーザユーザ    

 

 自分が管理できる組織に所属しているユーザが全て表示されます。適宜、検索することで必要なユーザ

を絞り込むことができます。 

 

 機能 

[新規追加] (3)ユーザ新規追加（編集）へ。 

[一括追加] (4)ユーザ一括追加へ。 

 

 検索 

権限  組織管理者、技術者、採点者をそれぞれ絞り込みます。 

名称  名前から絞り込みます。 

組織  組織を選んで絞り込みます。 

選択する組織は、自分が所属する組織以下の組織のみとなります。 

 

 一覧の操作 

[編集]  (3)ユーザ新規追加（編集）へ。 

[削除]  自分自身、自分の組織以下に所属しているユーザは削除できません。 
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(3)(3)(3)(3) ユーザユーザユーザユーザ新規追加（新規追加（新規追加（新規追加（編集編集編集編集））））    

 

 所属するユーザの情報を編集します。 

 ログインしている方が所属する組織（自組織）以下のみに所属しているユーザの場合は、全ての項目

を編集することがきます。 

 ログインしている方が所属する組織（自組織）以外に所属する組織のユーザは、組織のみ編集するこ

とができます。 
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(4)(4)(4)(4) ユーザユーザユーザユーザ一括追加一括追加一括追加一括追加    

 

 CSVファイルをアップロードすることで、ユーザを一括で追加します。 

 追加する組織を選択します。 

 CSVファイルを選択します。 

 ファイルに記載されている文字のエンコード・タイプを指定します。 

Windows で作成した場合は大抵 SJIS-win となります。 

 

アップロードする CSV形式は下記となります。 

 

 

 

※ システム内に、同じ Email を持つユーザがいた場合は登録することができません。当システムでは、

Email は IDとして使用しています。（IDは重複することはできません。） 

※ 違う Email（ID）で、同じ名称のユーザを複数つくることは可能です。 

 

 

        

ユーザ名, Email, パスワード 
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(5)(5)(5)(5) スキル分野スキル分野スキル分野スキル分野    

 

 共通、もしくは学校独自のスキル分野を確認できます。他校が追加したスキル分野は表示されません。 

 

 スキル分野 

 
 

 スキル分野の追加 

 学校独自のスキル分野を登録します。 

 スキルは分野は階層構造で追加できますので、親スキル分野を指定できます。 

 スキル分野は、組織に関連付けられて保存します。 

 

 スキル分野は、親スキル分野と異なる組織として登録・編集することはできません。 
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(6)(6)(6)(6) スキルスキルスキルスキル項目項目項目項目    

 

独自に追加したスキル分野に関して、スキル項目を編集・削除することができます。 

 

 

 スキル項目の一覧 

 

 

 スキル項目の追加・編集 
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(7)(7)(7)(7) 学生一覧学生一覧学生一覧学生一覧    

 

 自分が所属する組織以下の学生を表示します。 

 

 検索 

組織  学生が所属している組織を指定します。 

年齢  学生の年齢を指定します。 

年齢で検索するには。学生プロファイルに生年月日が入力されている必要があります。 

性別  学生の性別を指定します。 

Skill1〜Skill3 学生のスキルを３つまで指定できます。 

複数指定した場合は AND条件です。 

 

 学生一覧の項目 

スキル評価 [作者]  作品を作った方のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

操作  [情報]  学生情報と作品一覧を表示します。 

  [編集]  学生プロファイルを表示します。  

 

 

※１ 同じスキル評価項目であれば、一番高いレベルのものだけを表示します。 
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(8)(8)(8)(8) 情報情報情報情報    

 

 技術者情報技術者情報技術者情報技術者情報 作者のプロファイルを表示します。 

 

 作品作品作品作品 投稿した作品ごとに、スキル評価を表示します。 

[作者]  作品を作った方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

 

 スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値    

個人のスキル評価レベルについて、評価数を表示し、全組織（※２）および各組織（選択可）での位置

を標準偏差で表示します。 

 

 

※１ 同じスキル評価項目であれば、一番高いレベルのものだけを表示します。 

※２ 当システムを利用している全ての学校です。 
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(9)(9)(9)(9) 作品一覧作品一覧作品一覧作品一覧    

 

 自分の所属する学生の作品一覧を表示します。 

 

 検索 

キーワード 作品名、作者、解説に記載されているキーワードから検索します。 

ジャンル 登録されているジャンルから選択して下さい。 

採点状況 すべて、採点済、未採点から選択して下さい。 

 

 一覧の項目 

採点  ログインしている方が、採点済かどうかを表示しています。 

スキル評価 [作者]  作者のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

操作  [採点]  作品を採点します。 

  [編集]  作品を編集します。 

  [削除]  作品を削除します。 

 

 

※１ 同じスキル評価項目であれば、一番高いレベルのものだけを表示します。 
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(10)(10)(10)(10) 採点採点採点採点    

 

学生が投稿した作品についてスキル評価します。 

 

 操作は学生とほぼ同じです。 

 スキル項目は学生が事前設定した自己評価が表示されています。スキル項目のレベル番号をクリッ

クするだけで入力することが可能です。 

 表示されていないスキル項目も選んで追加することができます。 

 学生の自己評価以外のスクル項目も採点したい場合は、新たに追加して下さい。 

 

 

 適宜、コメントを入力します。他の方が入力したコメントも表示されます。 
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(11)(11)(11)(11) 作品作品作品作品編集編集編集編集    

 

学生が投稿した作品を編集します。 

 

 題名は分かりやすい名称を付けましょう。 

 解説は、ゲームＣＧ企業がスキル評価する際の重要な情報となります。 

 HTMLエディタとなっています。 

複雑なレイアウトは、直接[ソース]画面に切替てHTMLで記述できます。 

 改行は 2 通りあります。 [Enter] 一行分空けます。  <br> 

[Shift + Enter] 改行します。 <p> 

 システム外に対して公開しても良い動画や画像は、YouTube や Instagram を活用して、ここで

はリンクを張るようにします。 

 システム外に対して非公開データ（プログラムソース等）は、極力 zip にまとめて「添付ファイ

ル」からアップします。 

 

※ 追加してほしいジャンルがあれば、システム管理者まで連絡してください。 

※ 題名・解説は、作品一覧にて検索する際のキーワードになります。 
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(12)(12)(12)(12) 統計統計統計統計    

 組織などで絞り込んだ学生スキルの分布状況を確認できます。 
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2.3.2.3.2.3.2.3. 企業企業企業企業の操作手順の操作手順の操作手順の操作手順    

 

(1)(1)(1)(1) ＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページ    

 

企業（採点者）としてログインすると、以下メインメニューが表示されます。 

  [学生一覧]、[作品一覧]、[スキル分野] 、[統計] 

 

ログイン直後は、TOPページ「所属している組織の状況」を表示します。この表は、学生に関する情

報のみが表示されています。 

 学生数は、下位組織を含んだ数字を表示しています。 

 作品数、採点済み、未採点の作品数を表示します。（採点済み・未採点は、ログインしている方が採

点済みかどうかを表示しています。） 

 
※ 自分が所属する組織以下の組織が一覧に表示されます。 

 

 スキル評価する際の注意点 

 

学生スキルを評価するためには、学生が所属する組織に入る必要があります。 

 学校の最上位組織に入るには、システム管理者に連絡して下さい。 

 学校の最上位組織に入っている場合、下位組織へ入るには学校の組織管理者に依頼して下さい。 
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(2)(2)(2)(2) 学生一覧学生一覧学生一覧学生一覧    

 

 自分が所属する組織以下の学生を表示します。 

 

 検索 

組織  学生が所属している組織を指定します。 

年齢  学生の年齢を指定します。 

年齢で検索するには。学生プロファイルに生年月日が入力されている必要があります。 

性別  学生の性別を指定します。 

Skill1〜Skill3 学生のスキルを３つまで指定できます。 

複数指定した場合は AND条件です。 

 

 学生一覧の項目 

スキル評価 [作者]  作品を作った方のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

操作  [情報]  学生情報と作品一覧を表示します。  

 

 

 

 

        



p. 26 

 

(3)(3)(3)(3) 情報情報情報情報    

 

 技術者情報技術者情報技術者情報技術者情報 作者のプロファイルを表示します。 

 

 作品作品作品作品 投稿した作品ごとに、スキル評価を表示します。 

[作者]  作品を作った方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[自分]  ログインしている方のスキル評価をそのまま全て表示します。 

[他採点者] 作者と自分以外のスキル評価を要約（※１）して表示します。 

 

 スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値スキル評価および集団内での偏差値    

個人のスキル評価レベルについて、評価数を表示し、全組織（※２）および各組織（選択可）での位置

を標準偏差で表示します。 

 

 
※１ 同じスキル評価項目であれば、一番高いレベルのものだけを表示します。 

※２ 当システムを利用している全ての学校です。 
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(4)(4)(4)(4) 採点採点採点採点    

 

学生が投稿した作品をのスキルを登録します。 

 

 操作は学生とほぼ同じです。 

 スキル項目は学生が事前設定した自己評価が表示されています。スキル項目のレベル番号をクリッ

クするだけで入力することが可能です。 

 表示されていないスキル項目も選んで追加することができます。 

 学生の自己評価以外のスクル項目も採点したい場合は、新たに追加して下さい。 

 
 

 適宜、コメントを入力します。他の方が入力したコメントも表示されます。 

    

(5)(5)(5)(5) 統計統計統計統計    

 

 教員メニューの統計と同じものを表示しします。組織などで絞り込んだ学生スキルの分布状況を確認

できます。 
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3.3.3.3. 人材マッチング人材マッチング人材マッチング人材マッチングシステムシステムシステムシステム    操作手順操作手順操作手順操作手順    

 

発行されているＩＤ・パスワードにてログインします。 

ＵＲＬ： https://jedai.growing-creators.jp/skill/users/loginmatching 

 

 

人材マッチングは、スキル認定システムの機能を含んでいます。以下の太字が、人材マッチング専用の

メニューとなります。 

 

 学生（技術者）  [スキル評価]、[作品一覧]、[新規投稿]、[スキル分野] 

[[[[人材募集人材募集人材募集人材募集]]]]、、、、[[[[コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト]]]]    

 教員（組織管理者）  [組織]、[ユーザ]、[スキル分野]、[学生一覧]、[作品一覧]、 

[[[[人材募集人材募集人材募集人材募集]]]]、、、、[[[[コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト]]]]、、、、[[[[統計統計統計統計]]]]    

 企業（採点者）  [学生一覧]、[作品一覧]、[スキル分野]、[統計] 

[[[[人材募集人材募集人材募集人材募集]]]]、、、、[[[[コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト]]]]    

 

この章では、人材マッチング専用のメニューについて記載します。 
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3.1.3.1.3.1.3.1. 学生学生学生学生の操作手順の操作手順の操作手順の操作手順    

 

(1)(1)(1)(1) ＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページ    

 

人材マッチングでは、「お知らせ」に加えて人材募集に対する「応募状況」が表示されています。 

 

 

 応募状況とは、過去に何かしら接触のあった人材募集を示しています。当システムでは、過去の接触履

歴を「コンタクト」「コンタクト」「コンタクト」「コンタクト」と言います。 

・企業から「勧誘・見送」のあった人材募集 

・学生が「応募・見送」した人材募集 

・教員が「承認・否認」した人材募集 

 

 企業、学生、教員のコンタクト関係 

企業は人材募集に合った学生を「勧誘」し、学生が「応募」します。両者のコンタクトについて教員が

「承認」します。また、企業「見送」・学生「見送」・教員「否認」の場合も、コンタクト履歴として残り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ コンタクトする順番は特に定めていません。通常は企業からコンタクト（勧誘）がありますが、学生

から先にコンタクト（応募）することも可能です。また教員がコンタクト（承認）することもできま

す。 

※ 当システムでは、企業、学生、教員の人材募集に関する意思確認をするところまでをサポートしてい

ます。三者合意した後、実際のインターンシップ実施に関する手続きや諸連絡は、別途（システム外）

で行うことになります。 

        

コンタクト 

承

認 

応募 勧誘 

教員 

企業 学生 
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(2)(2)(2)(2) 人材募集人材募集人材募集人材募集    

 

 企業が学校・学科（組織）に対して人材募集を行うと、学生の人材募集に募集状況が表示されます。 

 

ただし、人材募集に表示される条件は以下２点となります。 

 企業（採点者）と学生（技術者）の組織が一致している。 

 人材募集設定の対象とする組織と学生（技術者）の組織が一致している。 

 人材募集が公開されている。（一覧に公開マーク表示。学生は公開の人材募集のみ表示されます。） 

 

※ 上記の人材募集の表示条件に当てはまり、さらに人材募集スキルに適合している場合は、適合マーク

が表示されます。 

※ 非公開、非適合の人材募集であっても、企業から勧誘される場合があります。その際は、コンタクト

に勧誘状況が表示されます。 

 

 検索 

 一覧に表示されている人材募集は、以下の項目にて絞込することができます。 

 主催者の名称 

 スキル適合、非適合 

 人材募集の名称 

 

 企業から「勧誘」されると、コンタクトに勧誘されている状況が表示されます。「勧誘」される前に「応

募」する場合は、人材募集詳細から行うことができます。 
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(3)(3)(3)(3) 人材募集人材募集人材募集人材募集に関する情報表示（に関する情報表示（に関する情報表示（に関する情報表示（人材募集詳細、主催者）人材募集詳細、主催者）人材募集詳細、主催者）人材募集詳細、主催者）    

 

① 人材募集詳細 

  

人材募集の内容を表示します。 
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この人材募集に対してコンタクト済みの場合は、応募状況に該当人材募集を表示します。学生は、人材

募集の詳細を確認し応募状況から「応募」・「見送」を選択します。 

 

※ この人材募集について三者（学生・教員・企業）いずれかがコンタクトしている場合、人材募集の下

ボタンが、[登録済]となっています。 

※ 一度もコンタクトしていない場合は、応募状況に人材募集は表示されず、人材募集の下ボタンは、

[登録]となっています。初めてコンタクトする場合は、[登録]ボタンを押して下さい。 

    

② 主催者 

    

    

 

※ 人材募集詳細、主催者の２つの情報によって、学生は人材募集に応募するか判断します。 
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(4)(4)(4)(4) コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト    

  

人材募集に対してコンタクト済みの一覧が表示されます。この一覧に表示されているものは、企業から

コンタクト（勧誘）があった可能性があります。 

 

学生は、人材募集の詳細を確認し「応募」・「見送」を選択します。「未定」のままでも問題ありません

が、３つの状況は下記の意味があると解釈される可能性があります。 

 未定 積極的には、意思表示しない。勧誘されたら考えたいなど。 

 見送 都合により応募することができない。勧誘された後に、応募しない意志を表明する。 

 応募 人材募集に応募する。 

 

 

応募した後で、[応募を取消]することができます。応募を取り消すと、未定となります。 

 

 

 見送した後で、[見送を取消]することができます。見送りを取り消すと、未定となります。 

 

  

 三者（学生、企業、教員）ともにコンタクトについて承諾した場合、その人材募集が成立したこととな

ります。 

 

 

※ 人材募集が成立した場合は、学校の手順に従って諸連絡・手続きを進めて下さい。各校でルールが異

なりますので、学生は学校教員の指示を受けて行動するようにして下さい。 
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3.2.3.2.3.2.3.2. 教員教員教員教員の操作手順の操作手順の操作手順の操作手順    

 

(1)(1)(1)(1) ＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページ    

 

人材マッチングで使用できるメニューは下記となります。 

 [組織]、[ユーザ]、[スキル分野]、[学生一覧]、[作品一覧]、[[[[人材募集人材募集人材募集人材募集]]]]、、、、[[[[コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト]]]]、、、、[[[[統計統計統計統計]]]] 

 

教員（組織管理者）でログインすると、「所属している組織の状況」が表示されます。 

 

 

(2)(2)(2)(2) 人材募集人材募集人材募集人材募集    

 

 企業が登録している人材募集が表示されます。人材募集に表示される条件は以下となります。 

 企業（採点者）と教員（組織管理者）の組織が一致している。 

 人材募集設定の対象とする組織と教員（組織管理者）の組織が一致している。 

 

※ 人材募集が公開されている場合、一覧に公開マークを表示します。学生には公開の人材募集のみ表示

されます。 
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① 人材募集詳細  

人材募集の名称をクリックすると、人材募集の内容を表示します。 

 

    

 

既に、この人材募集に企業もしくは学生がコンタクトしている場合は、応募一覧にコンタクト状況が表

示されます。教員は、コンタクトに対して「承認・否認」どちらかを選択します。 
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② 検索 

 人材募集のマッチングは、通常、企業または学生が先行しておこなうので、上記「①人材募集詳細」の

応募状況、もしくは、「(3)コンタクト」に状況から確認することができます。 

 

 人材募集のスキル要件に学生が適合しているかを調べるには、[検索]ボタンから以下の画面を表示し

て確認します。 

 

 

 検索した一覧には、既に企業または学生がコンタクト済みの学生も表示されます。 

 上記画面で表の[承認]ボタンを押すと、該当する人材募集に教員が承認したことになります。その場

合、該当する学生欄に[承認済]が表示されます。 

 

 
※ [承認済]を変更するには、コンタクトから変更して下さい。 

 

③ 新規追加 

 人材募集の新規追加は、企業が主に使う機能となっています。これに関しては、「3.3 企業の操作手順」

で説明します。 

 

  

教員（組織管理者）も人材募集の新規追加を行うことができます。例えば、紙ベースで学校に届く

アルバイト・採用募集、ハッカソンなど技術イベント募集など、教員が代理で学生募集することが考

えられます。 



p. 37 

 

(3)(3)(3)(3) コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト    

 

 企業、学生、教員いずれかが、人材募集に対してアクションを起こした場合、コンタクト一覧に状況が

表示されます。教員は、人材募集の詳細を確認し「承認」・「否認」を選択します。企業「勧誘」かつ学生

「応募」状態の場合は、選択するようにして下さい。 

 

最終的に、教員が「承認」しないと人材募集は成立しません。 

 

 

承認した後で、[承認を取消]することができます。承認を取り消すと、未定となります。 

 

 

 否認した後で、[否認を取消]することができます。否認を取り消すと、未定となります。 

 

  

 三者（学生、企業、教員）ともにコンタクトについてOKした場合、その人材募集が成立したこととな

ります。 

 

 

※ 人材募集が成立した場合は、学校の手順に従って諸連絡・手続きを進めることになります。各校でル

ールが異なると思われますので、教員が学生に指示をして行動させて下さい。 
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3.3.3.3.3.3.3.3. 企業企業企業企業の操作手順の操作手順の操作手順の操作手順    

 

 企業の操作は、基本的に教員とほぼおなじです。ここでは、教員と異なる部分のみ掲載します。 

 

(1)(1)(1)(1) ＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページＴＯＰページ    

 

人材マッチングで使用できるメニューは下記となります。 

 [学生一覧]、[作品一覧]、[[[[人材募集人材募集人材募集人材募集]]]]、、、、[[[[コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト]]]]、、、、[[[[統計統計統計統計]]]] 

 

企業（採点者）でログインすると、「所属している組織の状況」が表示されます。 

 
※ 通常、企業は学生作品を採点するために複数の学校（組織）に所属しています。学校の最上位組織に

所属すれば、学科などの下位組織も表示されます。 
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(2)(2)(2)(2) 人材募集の新規追加人材募集の新規追加人材募集の新規追加人材募集の新規追加    

 

 人材募集に関する情報を入力します。 

 公開 該当する組織の学生の人材募集一覧に、表示させることができます。 

学生募集したい場合は、公開にして下さい。 

 非公開 単に検索条件を保存したい場合は、非公開にします。 

 対象組織 学生に対して人材募集を表示する組織を絞り込みます。 

 条件を追加 スキル、性別、年齢、期間、開催地の人材募集条件を追加できます。 
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(3)(3)(3)(3) コンタクトコンタクトコンタクトコンタクト    

 

 企業、学生、教員いずれかが、人材募集に対してアクションを起こした場合、コンタクト一覧に状況が

表示されます。企業は、学生のスキルを確認し「勧誘」・「見送」を選択します。 

 

最終的に、教員が「承認」しないと人材募集は成立しません。 

 

 

勧誘した後で、[勧誘を取消]することができます。勧誘を取り消すと、未定となります。 

 

 

 見送した後で、[見送を取消]することができます。見送を取り消すと、未定となります。 

 

  

 三者（学生、企業、教員）ともにコンタクトについてOKした場合、その人材募集が成立したこととな

ります。 

 

 

※ 人材募集が成立した場合は、学校の手順に従って諸連絡・手続きを進めることになります。各校でル

ールが異なると思われますので、教員に確認して下さい。 
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(4)(4)(4)(4) 統計統計統計統計    

 

 人材募集ごとにコンタクトした学生スキルの分布状況を確認できます。 

 

 絞込項目 

 応募状況  学生、企業、教員のコンタクト状況 

 スキル条件  スキル分野を指定（下位分野のスキルも含みます） 

 

 

 操作方法 

表のスキル枠（⾚、緑、⻘）をクリックすると、グラフの表⽰・非表⽰を切り替えることができます。 

 


