
スコット・シーリー（Scott Seeley）
コーネル大学（ニューヨーク）で修士
号（心理学）と学士号（生物学）を
取得。英語学校マネージャーを経て、
株式会社アイベック講師ビジネスライ
ティングトレーニングマネージャー
兼採用担当マネージャー。日本語
と英語のバイリンガル。多数の企
業より指名を受け活躍中。

東大文学部卒業。東大大学院人文
社会系研究科修士課程修了。専攻
は言語学。英文 Eメールライティン
グなどの学習指導・教材開発を手
がける。実用英語技能検定1級。
趣味はヴェーダとサンスクリット
語。修士論文のテーマはイン
ド・スリランカのタミル語。
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企業研究の重要性

　面接は準備で９割決まります。本番が始
まったときには、ほぼ終わっていると言って
もよいでしょう。準備に当たっては、企業の
ウェブサイトや会社紹介を入念に研究しま
す。特に、企業理念や事業内容、会社概
要は何度も読みましょう。志望動機を作る
には、企業研究を怠らないことが大切です。

企業の求める人材

「採用面接はお見合いに似ている」とおっ
しゃった人事の方がいます。採用側から見た
好みのタイプが job description（仕事内容）
の「求める人物像や能力」に書いてあるのだ
そうです。そこで、先方の好みのタイプにいか

に自分を沿わせるかが面接での決め手となり
ます。「求める人物像や能力」をいかに自分
が持っているかを、自己ＰＲなどに散りばめま
しょう。自分がもともと持っている能力の中で、
相手の好みに沿った能力を強めに出すのです。

面接前の準備

　面接で絶対に聞かれると思われる内容
は、あらかじめ文章に起こして準備しておく
ことで、スムーズに話すことが可能となり、
その後の質問も極めて楽に受け答えができ
るようになります。新卒の場合は、一般的
に下記の志望動機・自己紹介・自己ＰＲに
ついて必ず聞かれますが、それぞれ２分程
度で読めるボリュームの文書を作成し、何
回も読み上げてください。

マイナスを聞かれてもプラスに答える

　弱点を聞かれた場合でも、自己ＰＲする

つもりで答えましょう。自分のプラス面、会
社に貢献できる点、どう改善に取り組んで
いるかを答えれば完璧です。

英語面接ならではの質問

　Why should we hire you? というのは、
自社が応募者を採用するメリットを応募者
に直接聞く、英語面接でよくある質問です。
例えば、NPO ルーム・トゥ・リードの創設
者ジョン・ウッドは、マイクロソフトの入社

面接時、ビル・ゲイツの夫人メリンダ・ゲ
イツから、「商業銀行は、積極的な人や粘
り強い人が集まる業界には思えません。コ
ンチネンタル銀行での経歴を通して、あな
たは例外なのだと説明してください」と質問
されたそうです。

英語面接の受け方①

前回までは、英文履歴書の書き方をご紹介しました。書類選考を通過したら、
いよいよ面接です。今回から２回にわたって、英語面接ならではの押さえて
おくべき必須事項と差をつけられるポイントをご紹介します。
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いかがでしたか？　これだけ綿密に用意しておけば、確実にかなり有利に面
接を進めることができます。次回は、面接官への質問や礼状の書き方、あい
さつの仕方、面接でしてはいけないことなどをご紹介します。

志望動機
Why do you want this job?
■回答例
Actually, I have several reasons. Firstly, I have always wanted to work for a foreign company. I 
am interested in other cultures and would love the opportunity to work with people from other 
countries. Secondly, your firm has an excellent reputation and is a company that I would be 
proud to work for. Finally, I believe I am ready to make a contribution now. If I joined a Japanese 
company, it would probably be several years before I would be given that opportunity.

自己紹介
Could you give me a self-introduction?

■回答例
Yes, of course. As you know, my name is Yuka Nakajima and I am a graduate of XX University. My 
major was foreign languages. I am very interested in foreign cultures, which is one of the reasons I 
applied for this position.

自己ＰＲ
What are your strengths?
■回答例
I have often been told that I have excellent people skills. Whenever my friends had a problem, 
either at university or personally, they would often come to me. So I think I am very approachable. 
In addition, I think I have excellent organizational skills, especially my time management. At 
university, there were always many tight deadlines to meet, and my classmates often looked to 
me to guide them. Finally, I would say that I am very flexible. Whenever something changes, I am 
always able to adapt and do well.

自己ＰＲでは、謙虚さを心がけましょう。例えば、トップ営業マンがスキルを10 持っているとして、自分は８持っ
ています、と身の丈に合わない発言をしてしまうと、なぜ自分でビジネスしないのかと採用側に思われてしまいます。

「普通の人のスキルが２であるのに対して、自分は４程度です。まだまだ未熟ですが、御社で勉強させていただ
きたい」というスタンスが正解です。

自分の弱み

What are your weaknesses?
■回答例
There are one or two things that I would like to improve. Firstly, I think I am a perfectionist. I always 
want things to be perfect, but sometimes there is not enough time for that, especially in business. 
So, I am trying to lower my standards a little, while still trying to do everything to the best of my 
ability. Also, I think I sometimes get frustrated when I can’t do something. I am very confident and 
would like to do many things by myself. But I have realized that teamwork is becoming more and 
more important, so I have begun to start trusting and relying on people more than I did.

while still trying to do everything to the best of my ability
基準を下げたときでも、最善を尽くそうとしたことを述べ、質へのこだわりを示します。
would like to do many things by myself
責任感が強いことを伝えます。
I have begun to start trusting and relying on people
周囲を信頼するようになったこと、自分を改善しようとしていることを伝えます。

応募者を採用する理由

Why should we hire you?
■回答例
I think at this point it is very difficult to make promises about performance, but I can certainly make 
a promise about my professionalism. I am always punctual, rarely take time off, and always come 
well-prepared and ready to go. Furthermore, though I said I can’t promise, I am very confident 
that I can be a success with this company. I have a lot of passion, drive and commitment, and will 
certainly give 100% all of the time. I also have the desire to be the best. Other people’ s success will 
spur me on and motivate me to improve my own performance. So, if I had to answer your question 
in three words, I would say professionalism, commitment and determination.

I am always punctual, rarely take time off, and always come well-prepared
時間を守ることと準備をしてくることという、ビジネスで評価される要素を伝えます。
if I had to answer your question in three words
自己PRをまとめ直し、面接官に強い印象を残します。


