
5-1 在校生・卒業生・先生紹介とは

5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する

5-3 記事を編集する

5-4 登録済の記事を流用する

5-5 ゲストIDで入稿する

5-6 ゲストが入稿した記事を承認する

5-7 記事を掲載停止・削除する

スタディサプリ進路に表示される在校生・卒業生・先生紹介の内容を
登録・削除します。

第5章

原稿入稿システム

在校生・卒業生・先生紹介入稿



「在校生・卒業生・先生紹介」とはスタディサプリ進路に掲載される、「在校生レポート」「卒業後のキャ
リア」「先生・教授」の総称です。

スタディサプリ進路に表示される画面は、次のとおりです。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

5-1在校生・卒業生・先生紹介とは

スタディサプリ進路 画面イメージ（パソコン画面） 同（スマホ画面）

入稿条件について

「在校生レポート」「卒業後のキャリア」「先生・教授」それぞれで、参画している学部・学科・
コースにのみ入稿できます。また、上記のリクルート原稿が掲載されていなければ掲載できません。
未参画や掲載停止中の場合は利用できませんので、ご了承ください。

掲載箇所について

「在校生レポート」「卒業後のキャリア」「先生・教授」のそれぞれのページと対象の学部・学科・
コース詳細ページを購入している場合は該当詳細ページにも掲載されます。

在校生・卒業生・先生紹介は、入稿したタイミングで掲載されます。

原稿掲載のタイミングについて
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5-1 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿とは

在校生・卒業生・先生紹介の記事を入稿する画面は、次のとおりです。
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第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する
操作は、次のステップで進みます。

2. ［在校生・卒業生・先生紹介］
の［新規記事を追加］をクリッ
クします。

または、「在校生・卒業生・先
生紹介の追加／編集」から開い
た画面で、「新規記事を追加」
をクリックします

1. サイドナビゲーションメニューの［原稿入稿］をクリックします。
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4. 学部・学科・コース、タイトル、
本文を入力します。

3. 種別を次の中から選択します。

「在校生レポート」

「卒業生の紹介」

「先生の紹介」

画面の下部に、選択した種別に
応じた入力項目が表示されます。

5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する

［学部・学科・コースを選択］をクリックすると、選択画面が表示されます。

学部・学科・コースの選択 について

1. 学部・学科・コースを選
択します。

ここでは、「在校生レポート」「卒業後のキャリア」「先生・教授」にそれぞれ参画している学部・
学科・コースしか選択できません。また、上記のリクルート原稿が掲載されていなければ掲載できま
せん。
未参画や掲載停止中の場合は利用できませんので、ご了承ください。
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5. メイン画像の［画像を追加］を
クリックします。

6. 写真の追加方法を選択します。

写真を追加するには、次の方法があります。

●パソコンからアップロード

●Instagramの写真

●アップロード済みの写真

ここでは、それぞれの方法について、操作手順を説明します。
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［パソコンからアップロード］を
クリックします。

写真のファイルを選択し

［開く(O)］ボタンをクリックします。

［Instagramの写真］をクリックし
ます。

●Instagramの写真から選択する場合

Instagramの写真URLを入力、または
［Instagram連携］をクリックして画
面の指示に従って写真を選択し、

［選択する］をクリックします。

●アップロード済みの写真から選択する場合

［アップロード済みの写真］をク
リックします。

写真を選択し、

［選択する］をクリックします。

写真の種類とサイズ、形

6. 写真の追加方法を選択します。（つづき）

●入稿可能なデータの形式は、JPEG、GIF、PNG形式です。
●入稿可能なサイズは、縦横640～8,000pxです。
●正方形以外の写真を入稿した場合は、自動的にセンターあわせ・長辺あわせでトリミン
グされ、正方形で掲載されます。
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5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する

7. サブ画像、出身高校、名前、入学
年度を入力します。

［出身高校］欄に高校名の先頭
の文字（少なくとも1文字）を入
力すると、入力した文字が含ま
れる高校名の一覧が表示され、
その中から選択できます。
※ヒットしない場合はひらがな
でもお試しください

出身高校の入力

8. ［入稿］をクリックします。

種別で「先生の紹介」を選択した場合は、［出身高校］［入学年度］の欄は表示されません。

種別で「先生の紹介」を選択したときの入力項目

サブ画像には、画像だけでなく、動画をアップロードすることもできます。
（スタディサプリ進路のweb画面・アプリ両方で表示されます）
ただし、直接動画をアップロードすることはできません。動画をYouTubeかInstagramにアップロー
ドし、アカウント連携してください。

動画のアップロード

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。
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5-3. 記事を編集する

2. 編集する在校生・卒業生・先生紹
介をポイント（マウスポインタを写
真の上に移動）し、［確認/編集］を
クリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の追加/編集］画面には、作成済みの在校生・卒業生・先生紹介の一覧
が表示され、それぞれの画像の左下には「掲載中」などのステータスが表示されています。

在校生・卒業生・先生紹介のステータス

ステータス 説明

下書き保存 作成中や修正中に「下書き保存」した状態です。

承認待ち
作成、修正後、入稿し、掲載を待っている状態です。
原稿の確認、編集はできません。

掲載中 掲載中の状態です。

掲載停止 掲載停止の状態です。

1. 5-4ページ操作1～2の手順で［在校生・卒業生・先生紹介の追加/編集］画面を表示します。
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4. 必要に応じて修正します。

5. ［入稿］をクリックします。

写真を削除する場合は、削除する
写真をポイント（マウスポインタ
を写真・動画の上に移動）し、
［画像を削除］をクリックしてく
ださい。

写真の削除

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。
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5-4 登録済みの記事を流用する

5-4. 登録済みの記事を流用する
登録済みの在校生・卒業生・先生紹介の記事を流用して、新しい記事を作成します。

2. 流用する在校生・卒業生・先生
紹介をポイント（マウスポイン
タを写真の上に移動）し、［確
認/編集］をクリックします。

3. ［この内容をコピーして新規記
事を作成］をクリックします。

［新規記事を作成］画面が表示
されます。

1. 5-4ページ操作1～2の手順で
［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面を表示します。

ここからの操作は「5-2 在校生・卒業生・先生紹介を入稿する」の操作3（5-5ページ）以降とほぼ同じで
す。
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2. ［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］をクリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面が表示されます。

3. ［新規記事を追加］をクリック
します。

［新規記事を作成］画面が表示
されます。

5-5 ゲストIDで入稿する

1. 「ゲストログイン画面のURL」「ゲストログインID」「パスワード」を使用してログインします。

「ゲストログイン画面のURL」「ゲストログインID」「パスワード」は、管理者から受け取ってくだ
さい。

ゲストIDについては、第2章「本システムを利用する前に」の「2-6 ゲストIDを発行する」を
参照してください。

参照

4. 新規記事を作成します。

作成方法は、「5-2 在校生・卒
業生・先生紹介を入稿する」を
参照してください。

5. ［承認依頼］をクリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「承認
依頼しました。」と表示されま
す。

ゲストIDではすぐに投稿はでき
ません。管理者が承認した後、
掲載されます。



5-13

第5章 在校生・卒業生・先生紹介入稿原稿

2. ［確認/編集］をクリックします。

［記事の確認 /編集］画面が表
示されます。

3. 記事の内容を確認・修正します。

4. ［承認して入稿］をクリックし
ます。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。

ゲストが記事を入稿し承認を申請してきたら、管理者が内容を確認して承認します。

［差し戻す］をクリックすると、入稿したゲストに記事が差し戻されます。

承認しないとき

1. 5-12ページ操作1～2の手順で
［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面を表示します。

5-6 ゲストが入稿した記事を承認する
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5-7 記事を掲載停止・削除する

5-7 記事を掲載停止・削除する

5-7-1. 記事を掲載停止する

2. 掲載を停止する記事をポイント
（マウスポインタを写真の上に移
動）し、［確認/編集］をクリックし
ます。

1. 5-4ページ操作1～2の手順で［在校生・卒業生・先生紹介の追加/編集］画面を表示します。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「入稿
しました。」と表示されます。

3. ［掲載を停止］をクリックします。
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5-7-2. 記事を削除する

2. 削除したい記事をポイント（マ
ウスポインタを写真の上に移
動）し、［確認/編集］をク
リックします。

3. ［削除］をクリックします。

［在校生・卒業生・先生紹介の
追加/編集］画面に戻り、「削除
しました。」と表示されます。
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