
MORGAN McKINLEY では、
お一人おひとりのキャリアを
第一に考えています。

将来の夢、目標とするキャリア
を達成していただくために、
全力でお手伝いいたします。



面接までの準備

面接前には、リサーチのための時間をしっかり取るようにしましょう。応
募先企業や面接官に関する情報など、できる限り多くの情報を事前に得
ておくことで突発的な質問にも備えておくことができます。想定される質
問もできるだけ多く考えておきましょう。事前に得られた知識の分だけ自
信が深まり、それが外見にも表れてきます。

• 応募先企業のウェブサイトを隅から隅までチェックしておきましょう。

• サーチエンジンやニュースサイトを活用して、応募先企業の現状、過	
	 去の出来事、将来性などについて調べておきましょう。

• 応募先企業で仕事をしたことのある人を探して、なるべく多くのアド	
	 バイスをもらうようにしましょう。

• 採用面接を受ける前に、担当のコンサルタントから、今までの成功例	
	 を教えてもらい、想定される質問や面接の手順などのテクニックを	
	 伝授してもらいましょう。

• 応募要項をきちんと確認して、あなたの保持するスキルが、次の職	
	 務にどれだけ役立つかをきちんと説明できるようにしておきましょ	
	 う。職務内容や責任の範囲について十分に調べておけば、面接の時	
	 にも的確な質問をすることができます。的を射た質問をすること	
	 で、どれだけあなたがそのポジションに対して真剣に考えている	
	 のかを面接官にアピールできますし、きちんと準備してきた証左とし	
	 て好意的に受けとめられるでしょう。

企業が面接を行なう目的は、あなたが持っているスキルや能力、これま
での経験や個性などについて詳細な情報を引き出し、その企業が求めて
いるスキルを持っているか、その企業の文化に適応できるかを判断する
ことです。一方、求職者であるあなたが面接の中で確認すべきことは、そ
の企業があなたのキャリアパスの次のステップとなり得るかどうかとい
うことです。どの企業での面接においても共通して聞かれる質問がたく
さんあります。そのような質問に対して、あなたなりの回答を事前に準備
しておくことをお勧めします。どんな質問に対しても、的を射た簡潔な答
えを返せるようにしておきましょう。面接では、これまでの経験をいろい
ろな角度から具体的な例をあげ、あなた自身やあなたの能力をアピール

してください。



面接でよく聞かれる質問

自己紹介をしてください。

あなたのスキル・経験・資格など自己アピールできる機会です。応募して
いるポジションで一番求められるスキルを強調しながら、ご自分の強み
をアピールできるようにしてください。

これまでになにか重要な功績や成果を挙げたことはあり

ますか

主要な成果については、なるべく仕事上の業績を挙げるようにして、それ
も最近の例を出すようにしてください。その成果を導きだすのに、あなた
のどのようなスキルが役立ち、どのように企業に貢献したのかを、出来
れば数値を用いて説明してください。

今までの仕事で困難に直面したことはありますか

その局面をどのように切り抜けましたか

応募先企業はこの質問をすることで、あなたにとって「困難」とはどう
いう状況のことを意味し、その難問を解決するためにどれだけ論理的な
アプローチを取ったかをチェックしています。常にうまく解決したケース
を話すように心がけて下さい。困難な状況の例としてわれわれが日頃ア
ドバイスしているのは、その状況があなた自身によって引き起こされた
事例でないことです。そして以下のポイントを押さえることをお薦めして
います。

• 何が困難だったのか、その問題点をしっかり定義すること
• その難問を解決するための手段として想定される複数の選択肢	

	 を挙げること

• 最終的にあなたが採った手段とその理由を明確にすること
• 結果について、常にどのように改善されたかポジティブな面を語	

	 ること

なぜこのポジションに興味を持ちましたか

この質問は、あなたがこのポジションに最適かを見定めるだけでなく、
あなたの中長期的キャリアゴールに沿ったものかについても判断するた

めの質問です。

今の仕事で気に入っている点はなんですか

このような質問には常に応募しているポジションで必要とされるスキル
とリンクさせて答えるようにしてください。また、現在の仕事についてポ
ジティブな態度をとりながら、新しいポジションへの熱意を同時に伝え

る必要があるので、バランスよく説明するようにして下さい。

今の仕事で嫌な点はなんですか

この質問の返答のしかた次第で、あなたが困難な問題や不満足な状況
にどう対処できるかが試されています。例えば、経営責任が与えられて
いないことが不満の一因で、応募しているポジションではマネジメント
を任されることになる場合などは、現在、責任をあまり持たせてもらえ
ないことを主な理由に挙げ、なぜ新しい職に興味を持ったかを説明する

とよいでしょう。



あなたの長所はなんですか

長所については、3つあるいは4つ程度、ご自分のスキルと関連づけて回
答するようにするとよいでしょう。長所を具体的に仕事の場でどのように
活かしてきたのか質問されることがあるので、面接前に複数の事例を用
意しておいてください。もし募集要項になにか具体的に求められる能力
などが記されていたら、それに沿った形で、ご自分のスキルをあてはめて
アピールするようにしてください。

あなたの一番の短所はなんですか	

この質問に対して、「特に短所は無いです」と答えるのは適当ではありま
せん。本当に短所はないのかという疑問を抱かせてしまい逆効果です。
こういう場合の答え方としてつの方法を提案しています。短所の領域が今
回の応募ポジションと特に関係がないことを挙げるか、あるいは、自分で
は短所だと思っていたものの、既に克服していて、どのように克服したか

を話すことです。

なぜ今の仕事を辞めようと思いましたか

絶対してはいけないのが現在の雇用主について否定的な発言をすること
です。会社への忠誠心を疑われるだけです。転職をすることでもたらされ
るポジティブな面だけを強調してください。例えば、仕事を変わることで、
もっと責任感を持った仕事ができる、キャリア形成ができる、キャリアの
方向転換ができるなどです。間違っても、給与が主な理由などと答えない
ようにしてください。

他に選考を受けている企業がありますか

この質問に対しては常に答えられるように準備しておいてください。もし
他社の面接も受けているのであれば、あえて企業名を明かす必要はあり

ませんが、選考のどの段階にいるかは話すようにしてください。

現在の給与はいくらですか

現在の報酬の額と、どの程度の給与を希望するかはよく聞かれる質問で
す。どのように答えるかは担当コンサルタントとよく相談するようにしてく
ださい。



大勢の候補者の中から真に優秀な
人材を選別するための手法として、
最近多く導入されるようになって
いるのが「コンピテンシー面接」　
と呼ばれる面接方式です。



コンピテンシー面接でよく聞かれる質問の例

大勢の候補者の中から真に優秀な人材を選別するための手法として、最
近多く導入されるようになっているのが「コンピテンシー面接」と呼ばれ
る面接方式です。この面接では、あなたが過去に直面した問題に対し、
実際にどのように対処したかをきちんと説明できるかどうかが評価の対
象となります。それによって、あなたがその会社に入り、将来、直面する
かもしれない課題にうまく対応できるかどうかを判断するのです。コンピ
テンシー面接では、「シナリオ」が問われます。つまり、あなたが過去の
職場で経験した具体的な状況とその対応について詳しく説明し、それに
よってあなたのスキルを証明することが求められるのです。着目されるこ
とが多い能力として、影響力、コミュニケーション能力、管理能力、協調
性、問題解決能力などがあります。

これら質問に対しては以下のように段階に分けて考え、
回答することが大切です。

     1.   背景ー状況を説明

     2.  行動ーどのように対処をしたか

     3.  結果ーその行動によって、どのような成果をもたらしたか

コンピテンシー面接で聞かれることの多い質問の一例です。

• 大きなプレッシャーの中で仕事をしなければならなかったときのこ	
	 とについて具体的に話してください。

• 自分の手に負えないと感じる状況を経験したことがありますかその	
	 状況とそれを切り抜けた方法について具体的に話してください。

• 仕事上、リスクを承知で何かを実行した経験がありますかそのこと	
	 について具体的に話してください。

• クライアントや同僚にあなたのアイディアを採用してもらうために、	
	 どのような工夫をしましたか

• プロジェクト	マネージャーとしてどのようにプロジェクトを進めた	
	 か、最初から最後まで順を追って話してください。

• 目標を達成するために周りの人たちの意見や全体的な方針に逆らわ	
	 ざるを得なかった経験がありますか。そのことについて具体的に話	
	 してください。



応募先企業に対する質問

面接は双方向プロセスだということを忘れないでください。単に企業が、
募集しているポジションにあなたが適しているかを判断するためだけの
機会ではなく、そのポジションが本当にあなたに合っているかどうか、あ
なた自身が企業から判断材料を得られるチャンスでもあります。

面接官に対して次のような質問を準備しておくとよいでしょう。

• 企業の方向性、短期的・長期的な目標はなにか

• 競合他社に対する優位性はなにか

• 働く環境はどうか

• 楽しく働ける職場か

• 査定評価は誰がいつ、どの頻度でおこなわれるのか

• 昇格のチャンスはあるのか、あるとすればいつ頃か

• トレーニングや職能開発プログラムなどを受ける機会は与えられる	
	 のか

面接では、これらの質問をあからさまに聞かないまでも、もし募集要項
などがあれば、その要項に沿って具体的な仕事の内容や職場環境などに
ついて細かく聞くことをお薦めします。面接の場は、応募しているポジシ
ョンの職務内容についての詳細を把握する絶好の機会であることを忘れ

ないで下さい。



面接で覚えておくべき重要ポイント

面接は自分を売り込むチャンスです。恥ずかしがらず、ポジティブな姿勢
で、やる気のある姿を見せるようにしましょう。言いたい点については、

具体的な事例を出して説明すると、より説得力が増すでしょう。

	面接が終了した後に、きちんと担当コンサルタントがフォローアップし
ますので、もしなにか言い忘れたとしても心配しないでください。面接に
は通常、フィードバック段階があるので、そこで担当コンサルタントが、
あなたの言い忘れたことを伝えることができます。

• 時間を厳守してください。

• 面接の日時・場所はきちんと把握していてください。

• 面接官の職位や電話番号を必要に応じて確認しておいて下さい。

• 面接会場までの行き方と所要時間を確認しておいてください。

• 面接にふさわしい服装・髪型をしてください。

• 面接会場に入る前に携帯電話や音のでるデバイスは電源を切っ	

	 ておくようにしてください。

• 面接会場に面接官が入ってきたら起立して、相手が求めてきた場	

	 合はしっかり握手をするようにしてください。

• 面接中は、アイコンタクトを忘れず、自信をもって意欲的な態度で	
	 の受け答えを心がけましょう。

CLOSI
NG 

面接終了時

面接終了後、そのポジションに関心があれば、タイミングを見計らって次
の面接について質問しておきましょう。もし面接中にオファー(内定)の
意思を告げられ、あなた自身もその職に就きたいと思うのであれば、す
ぐその場で受諾の返答をすべきです。少し時間をかけて検討したい場合
は、言い方に工夫をして差し障りがない理由をつけてください。ただし、
いつまでに回答するか、できるだけ具体的な期日を伝えましょう。その職
務があなたに適しているかどうか判断できない場合も、前向きに検討す
るという印象を与えて面接を終えるようにしましょう。あなたがオファー
を受けるかどうか迷っていても、面接官にはあなたを採用したいと思わ
せることが大切です。

最後に、面接の機会を与えられたことに対するお礼を、忘

れずに面接官に伝えましょう。



フィードバック

面接終了後には、担当コンサルタントに連絡を入れ、フィードバックを伝
えることも重要です。面接を受けていちばん勉強になるのは、担当コンサ
ルタントから面接後のフィードバックを聞くことです。それが肯定的なも
のであれ、否定的なものであれ、真摯に受け止め、今後の面接に活かして
いくことが大切です。

フィードバック以外でも、面接に関する質問があれば、どのようなことで
も構いませんので、担当コンサルタントに聞くようにしてください。アドバ
イスやサポートをするのが私たちの仕事ですので、担当コンサルタントを
フルに活用するようにしてください。
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