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株式会社ディスコ 学生広報課

OB・OG訪問
リクルーターガイダンス



-ＯＢ・ＯＧ訪問とは？

-リクルーターについて

-ＯＢ・ＯＧ訪問の心得

-どんな質問をしたらいい？

-ＯＢ・ＯＧの探し方

-訪問時の身だしなみ・マナー

-訪問後の御礼メールの書き方

本日の流れ



ＯＢ・ＯＧ訪問とは？



もやもや

もやもや

OB･OG訪問って
やらないと
マズイ？

もやもや



○その業界や企業、仕事について
より深い理解が得られる

○実際のその企業の雰囲気が分かる

ＯＢ・ＯＧ訪問のメリット

「自分にとって魅力的な先輩や
仕事を見つけられる」

「納得・満足度の高い就職ができる」
可能性が高まる



ＯＢ・ＯＧ訪問
気になるデータ



２月末までにOB･OGと接触をした先輩

全国 ３３.３％

５２.１％
旧帝大
早慶上智

就活解禁前の２月末までの状況

２月末までにOB･OG訪問をした
先輩が半数以上

株式会社ディスコ キャリタスリサーチ キャリタス就活2022 学生モニター調査結果 （2021年3月発行）

平均
５.０人



ＯＢ・ＯＧを探す手段（複数回答）

株式会社ディスコ キャリタスリサーチ キャリタス就活2022 学生モニター調査結果 （2021年3月発行）



ＯＢ・ＯＧ訪問の形式

株式会社ディスコ キャリタスリサーチ キャリタス就活2022 学生モニター調査結果 （2021年4月発行）

オンラインでの実施がメインに



参考資料：就職活動準備でこれまでに行ったこと（オンライン形式も含む）

株式会社ディスコ キャリタスリサーチ キャリタス就活2022 学生モニター調査結果 （2020年10月発行）

昨年10月時点でOB・OG訪問をした先輩は16.1％
秋冬以降で本格化していくことが分かる



参考資料：23卒 今夏のＯＢ・ＯＧ訪問状況

４.４％

キャリタス就活2023公式LINE「みんなの就活動向9月版」 （2021/9/1～9/23集計）

23卒の9月でOB・OG訪問をした学生は6.4%
「訪問予定がある」を含めると10.8％
OB・OG訪問はこれからが盛んになる時期



リクルーターについて



人事ではないが
採用活動の補助を行う若手社員

□企業により「リクルーター」の役割や権限は異なる
ex.リクルーター面談が選考ステップのひとつとなっている
選考とは関わりのない、学生への情報提供を行う など

□ES添削や面接のアドバイスをもらえることも
あるが、選考の一環となっている場合も

□OB・OG訪問の際にリクルーターを派遣する
企業もある（OB・OG訪問も気を引き締めて臨もう）

リクルーターとは



リクルーターからの接触があった先輩

全国 ４９.４％

６７.６％
旧帝大
早慶上智

３月末までの先輩たちの状況

7割近い先輩が
リクルーターから接触あり

株式会社ディスコ キャリタスリサーチ キャリタス就活2022 学生モニター調査結果 （2021年4月発行）



リクルーターと接触したきっかけ（ルート） ※複数回答

インターンシップ参加を筆頭に、
何かしらのアクションがきっかけになっている

株式会社ディスコ キャリタスリサーチ キャリタス就活2022 学生モニター調査結果 （2021年4月発行）



ＯＢ・ＯＧ訪問の心得



ＯＢ・ＯＧ訪問：事前準備

○会社の基本情報をきちんとチェック
会社案内やホームページを読めば
分かることは聞かないように

○質問事項はまとめてメモしておこう

○志望企業のＯＢ・ＯＧと会う場合は
念のため自己ＰＲと志望動機を
まとめておこう



ＯＢ・ＯＧ訪問：場所はどこにすれば良い？

「先輩の会社の近く」等、先輩が
来やすい場所であることが大事

ＯＢ･ＯＧの方に指定して頂きましょう
※「場所については、○○様のご都合の

良い場所をご提示頂ければ幸いです」

外であれば「カフェ・喫茶店」で行う
ケースが多く、社内の会議室や打ち合わせ

スペースで行うケースもあります



ＯＢ・ＯＧ訪問：アポ取得時に気をつけたいこと

○場所
社内の会議室や打ち合わせスペース
社外の場合は「カフェ・喫茶店」
お酒の場はNG お断りしましょう

○時間帯
基本は先方の業務時間内
※18時終了が最終のイメージ



ＯＢ・ＯＧ訪問：気をつけたいこと

○無断キャンセル・無断遅刻 ＮＧ！

○聞いたことは手帳やノートに書き留める

○だらだらと長話にならないようにする
（30分～45分程度）

○言葉遣いは丁寧に

○身だしなみ・挨拶

○終了後の御礼を忘れずに

緊張感を
持って
臨もう



どんな質問をしたらいい？



□先輩の今の仕事内容

□１日の仕事の流れや平均残業時間

□やりがいを感じる時はどんなときか

□仕事が大変だと思うときはどんなときか

□社内や部署の雰囲気はどう感じるか

参考資料：どんなことを聞いたらいい？①



□どのような社内制度を受けたか
（研修、教育制度など）

□新入社員の仕事内容、若手社員の活躍度

□配属希望の考慮、部署転換制度はあるか

□先輩がその会社を選んだ理由
（志望動機の参考になる）

□採用に関して（面接回数など内定までのプロセス）

□同業他社との違いや強み

参考資料：どんなことを聞いたらいい？②



①（その企業に対して）「良い」と感じたこと
どこに興味を持ったのか/魅力を感じたのか

②私がその企業で働く･その仕事をするなら
自分に合いそうかどうか⇒それは何故か

③競合する企業や関連する業界
調べて企業ごとに情報をまとめておこう
※同業界の企業を比較研究してそれぞれの
企業の強みや特徴を見つけておこう

【必須】 話を聞いた後の振り返り

自分と結び付ける

業界・企業を深く理解できる

志望動機につながる！



ＯＢ・ＯＧの見つけ方



大学でのOBOG名簿の閲覧・情報検索について
（2021.10.18）

⚫ OBOGの情報はキャリアセンター内にある
専用ＰＣで検索可能です。

⚫ キャリアセンター窓口カウンターにて、企業
から送付されてきた名簿や同窓会有志による
名簿（紙ファイル）の閲覧もできます。

※OBOG情報はキャリアセンター内のみでの閲覧を

条件として提供頂いているため、オンラインその他
の方法での公開はできません。

上智大学 キャリアセンターを利用



キャリアセンターに来室しない方法①

ID・PWを入力してログイン

ID：学籍番号

PW：生年月日（8桁）
※2000年3月3日生まれの場合
→20000303

⚫ 『上智大学生のための就職活動情報誌』内にある
「上智大学OBOG在籍企業リスト」を参照する
→Web版はキャリアセンターシステム（http://uc-student.jp/sophia）

TOPページのバナーから閲覧できます。

※冊子版は9月下旬、全３年生・院１年生に向けて郵送済。
キャリアセンターでも配布中！

http://uc-student.jp/sophia


⚫ OBOG訪問用一般サイト「HELLO,VISITS」などの
利用

⚫ 研究室・ゼミ等の先輩などの身近な知人、友人を
介して紹介してもらう

※希望の企業の方でなくても、同業界、同職種の人からの
お話が参考になることもあります。

※キャリアセンターシステムでは、
先輩の就職活動の体験記も閲覧
できます。

キャリアセンターに来室しない方法②



訪問時の身だしなみ・マナー



■笑顔・明るい表情
■清潔感のあるみだしなみ
■話し方や声のトーン

自分自身の「意識」や「心構え」で
「印象」は大きく変化する

＝親近感や安心感
きちんとした印象につながる

第一印象に気を付けよう



服装について

○秋冬以降のOBOG訪問ではスーツが基本
「私服でお越しください」と言われたら
私服でOK（スーツで訪問しても構いません）

○私服について
オフィスカジュアルをベースに、
その企業の社員の方と比べて極端な違和感が
なさそうな服装がベスト
その企業の業種も考慮しつつ
「ダメージジーンズ」「露出の多い服装」
「過度に派手なもの」「サンダル・ミュール」
は避けておきましょう



白の
トップス

黒や紺の
ボトムス

薄手の
ジャケット

オフィスカジュアルの参考例



半袖
シャツ

黒や紺の
スラックス ジャケット

着用

オフィスカジュアルの参考例



参考資料：身だしなみを整えるチェックポイント

スーツ

スーツの色：紺・グレー・黒を選ぶ方が多い
着た後はハンガーにかけて皺にならないように
スカートは椅子に腰かけた時に膝より上にならない長さで

シャツ：清潔感を与える白いシャツが基本

靴・靴下

ストッキングは肌色が基本（黒タイツＮＧ）
オフィスの雰囲気と服装とのバランスに合う靴をチョイス
スーツ着用時には革靴がベター

靴下を履く場合は黒か紺 白い靴下はＮＧ
スニーカーソックスのような短いものはＮＧ

コートを着る
季節のマナー

建物に入る前に脱ぎ、
２つ折にして手に掛けて受付に
向かいましょう



髪型

髪色はなるべく自然な色に
髪の毛が顔にかからないようにする

ショートヘア・短髪の方：寝癖に注意
ロングヘア：後ろにまとめましょう

カバン

Ａ４の書類が入る大きめなもの
置いた時に自立するもの

持ち物

腕時計：派手なもの・主張が強いものは避け、
スーツに合うものを

ハンカチ・ティッシュはもちろん、
身だしなみチェック用の鏡を用意しておきましょう

キャリタス就活2023
「就活成功ガイド」内
「おさえておきたい就活マナー」



①両手で大事に扱う
名刺を出されたら、お辞儀をしながら
両手で受け取る
カバンを持っていたら床に置いて受け取ること

②面接中は机の上に出しておく
席についた後、名刺は「机の上に置く」

③終了後、大事にしまう
面接が終わったら、「ありがとうございます」と
御礼を言って、名刺をしまう
⇒名刺入れが無い場合はお財布の中やカバンの中にしまう
⇒服のポケットに入れるのはＮＧ！

名刺を頂いたら？

「名刺＝その人自身」名刺は大事に、丁寧に扱うこと



訪問後の御礼メールの書き方



Ｅメールをチェックしてみよう！
件名：御礼とインターンシップについて（キャリタス大学３年 鈴木キャリ太郎）

株式会社ディスコ商事
人事部 田中様

お世話になっております。
キャリタス大学３年の鈴木キャリ太郎です。

先日のＯＢ訪問では快くご対応いただき
ありがとうございました。

田中様にお話を聞き、とても貴社に興味を持ちました。

仕事内容やこれからのビジョンなどを詳細にご説明いただき、
インターンシップの機会がございましたら、是非参加したいと
思いました。

インターンシップの実施の有無や応募方法、時期などが
確定していらっしゃいましたら、教えていただければと
存じます。

お忙しい中お手数をお掛けしますが、
よろしくお願い申し上げます。

キャリタス大学 文学部 史学科３年
鈴木 キャリ太郎 （スズキ キャリタロウ）
mail：career-taro○○○@○○.co.jp
ＴＥＬ：000-0000-0000

改
行
し
て
い
る



１．宛先：間違えないようにしっかり入力

２．件名：内容がわかりやすいように具体的に
社会人が一日にやり取りするメールは大量
抽象的なタイトルや挨拶文などの件名では
中味が判断できないため、件名は簡潔で具体的な
言葉で表現することを心掛ける

３．署名：最後に署名を入れる
受信メールには、日付や差出人、
件名などの情報が表示されるが、
本文の最後にも自分の所属や
氏名などを入れる

Ｅメールの書き方のマナー

[署名に入れる要素]
・名前 （フリガナ）
・大学名、所属
・メールアドレス
・電話番号



４.本文
●堅苦しいあいさつは不要
送るときのあいさつ＝「メールにて失礼致します」
返信の場合＝「メールを頂きありがとうございました」

●用件をわかりやすく・長文にしない
なるべく無駄な部分を省いて、短く表現する。

●改行を入れる
文章は短く区切って（30～35文字）改行を入れながら作成

●一行空きスペースを入れる
内容のかたまりごとに一行空白を入れて読みやすく

５．送る前に内容を確認してから送信する
文字変換の間違い等が無いか必ずチェックしてから送信

Ｅメールの書き方のマナー



WEBセミナー・WEB面接
対策のポイント



○メモが取れる状態にしておこう
ただ単に聞くだけではなく、メモを取り
ながら視聴することで理解度がUP

○事前にセミナーの概要を確認する
学生はカメラオフ（映らない）なのか等
少人数の顔が見えるセミナーであれば
身だしなみ・服装・背景にも気を配ろう

○質問
最後にチャット等で質問ができる場合は
その日の御礼もお伝えしよう

ＷＥＢセミナー 参加の注意点



○カメラに映る上半身の服装
「選考」なのできちんとした印象の服装を選ぶこと
・インターンシップならシャツやブラウス
・本選考ならスーツ姿

ＷＥＢ面接 事前準備



○必ず明るい場所で撮影する
実際にカメラで撮影し、光度をチェック

ＷＥＢ面接 事前準備

蛍光灯のみ 蛍光灯＋照明

表情が
見えない

明るい
雰囲気



○背景
整理整頓されていない部屋が写るのはNG
シンプルな背景を選択
周囲の音も拾うため静かな場所で撮影する

ＷＥＢ面接 事前準備

カーテンやクローゼットのドアなどが
背景に映るのは問題なし



○ビデオ通話に慣れておこう
Skypeやzoomを経験しておく
LINEのビデオ通話で良いので
オンラインでの会話を経験しておく

□目線が下がっていないか
自分が写る画面を見ないように気をつけ、
カメラを見て話すよう練習

□姿勢が悪くなっていないか

□聞き取りやすくはきはきと話せているか

ＷＥＢ面接 事前準備 自分がどう映るかチェックする



□通信状態が安定している場所で行う

□面接官の質問が聞き取れるよう、
静かな場所で行う/音量を上げておく

□リアクション（あいづち・うなずき）

□回答が長くなり過ぎないようにする

□完全に終了するまで笑顔で！

ＷＥＢ面談のポイント

×



最後に

ＯＢ・ＯＧ訪問では気になることは
どんどん質問して

自分に合う環境かどうかをチェックしよう

選考でなくても気を引き締めて
ＯＢ・ＯＧ訪問に臨もう



情報収集が
不安・疑問解消
のカギ！



インターンシップに役立つ限定ページ

キャリタス就活には
掲載していない限定ページ！



自己分析ワークシート
先輩のES集
（自己PR編）

全10業界の
ES添削例

金融、メーカーなど
10業界の先輩のES集
(志望動機編)

インターンシップに役立つ限定ページ

動画選考対策
（動画ES/録画面接
/WEB面接）



おススメ！参加者限定特典あり！10/30（東京ビックサイト南展示棟）

後期スタートのビックイベント！
出展企業はイベントページを

チェック☆



上智学生大活用中！デザイン思考テストトライアルキャンペーン！

第三回目 終了



ご視聴いただき

ありがとうございました

～Fin～

キャリタス就活は
ソフィアンを
これからも応援していきます！

キャリタス就活フォーラム
名古屋事務局
公式チャンネル

キャリタス就活
公式LINE

24時間対応
就職相談chatbotなど
LINEだけの機能充実


