Hawaii Internship
DS インタビュー＆
米国ビザ面接対策

日本国際人材育成協会

ビザ 面接心得
【大使館面接心得】
大使館面接では、あなたに研修ビザを発給するに足る十分な理由があるかどうかという判断をします。研修に関するあらゆる質問に対する回答が明確にできるのは当然で
すが、自らの意思で日本から米国に渡り、ビジネス研修を受ける者として、あなたの態度、しぐさ、声のトーン、表情などのすべてが判断材料となります。“できるビジネスマン”
“できるビジネスウーマン” としての応対ができるように十分練習をしてください。質問される主な項目は、書類の内容確認、また、研修目的の確認です。質問はあなたが入力
した DS160 の内容、米国への出入国記録、そして当日持参する書類から出されます。もし、あなたが面接官だとしたら、英語ができない、研修内容を理解していない、渡航目
的が研修ではない人にビザを出さないと思います。面接官も同じです。しっかりと準備すればあなたが回答できない質問はありません。

•

初めに笑顔で挨拶をするなど、面接官とコミュニケーションを取るつもりで面接を受ける。（面接官も人間です。好印象の相手には優しくなります。）

•

焦らずにリラックスして応答する。回答を丸暗記したような印象がないようにする。

•

真面目に、且つ、真剣に研修を受けに行くことを言葉の重みや態度で表す。

•

回答は明確且つ簡潔にし、聞かれてもいないことを付け足さない。できれば Yes/ No で回答。さらに詳しい説明を求められたときのみ、詳細説明をする。

•

自信を持って最後の一言までしっかり、はっきり回答する。聞き取りにくい不明瞭な回答だと再度聞き返されて、更に質問をされてしまいます。

•

働く（Work）という言葉を使用せず、研修 （Training）という言葉を使用すること。面接管が Job とう言葉で質問しても、回答は My training is…などと回答する。

•

英語での回答は、まずキーワードで覚える。すべての質問にキーワードでの回答ができるようになった後にセンテンスで回答する練習をする。

•

面接官は基本的に DS160 と Training Plan の内容から出題します。記載していない内容や記載内容と違うことを絶対に言わないでください！

•

エージェントを使って研修プログラムに申し込んだと言わない。（自主性が無い印象があり、研修ではなく留学生として米国に行くように言われてしまう。）

•

必ずダーク系のビジネススーツ（スカート可）を着用。地味・真面目な印象となるようにする。

•

派手なアクセサリー、明らかにハワイ好きと判るハワイアンジュエリーは付けない。

•

派手なネイルや茶髪などは面接官への印象が悪くなり、厳しい面接内容となる可能性が高まるので、面接までに対処してください。

【面接官が確認する事項】
米国大使館（又は領事館）でのビザ面接は、ビザを発給してもらう前の最終チェックです。決して申請者のビザを却下するために行っているわけではありません。
DS160 で記入した内容と当日持参する書類に不備がないか、また、申請者が J1 ビザを取得できる基準をクリアしているかをチェックします。そして、その最終確認となるのが
口頭での質疑応答です。DS160、提出書類、口頭での回答が J1 取得基準をみたしていれば、ビザの発給許可を許可します。
基本的に、下に記載する 2 つの項目をすべて満たしているかどうかで判断します。
①

ビザ発給に関する項目 → A）研修前：職歴・学歴、英語力など B）研修終了後：明白な帰国の意思

②

研修内容に関する項目 → 研修の目的・意義、Training Plan 各 Phase の研修内容
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＜① ビザ発給に関する項目 A： 研修参加前（参加条件の充足）＞
米国で研修に参加できるだけの十分な英語力があるか： これは面接官との英語でのやり取りで判断されます。（面接までに十分に英会話レッスンを行ってください。）
研修に関連した学歴・職歴が十分にあるか：現在までの経歴と研修内容がマッチしているかで判断。専攻した学部や過去の職歴が研修内容と 100％合致していない場合、学
校で学んだことや業務内容を、視点を変えて説明することにより面接官が関連していると納得するように準備する。
過去：過去の経歴（専攻、職歴） → 現在：研修内容（インターンシップの Training Plan 内容） → 未来：研修後の日本での職業・キャリアプラン
例） ×
○

セールス（現職）→事務職（研修）→会計（未来）
事務職（現職）→事務職（研修） →外資系で事務職（未来）

＜① ビザ発給に関する項目 B： 研修終了後（明白な帰国の意思）＞
研修終了後、日本へ帰国する意思が明確であること。
例） ×
○

永住・長期滞在を計画している、米国で就職が決まっている、日本に帰国したくない
日本帰国後に仕事が決まっている、日本で親の世話をするので米国に住むことは考えていない、日本でやりたい仕事がある、など

＜② 研修の目的＞
研修内容を英語で説明できるように準備する。自分が行う研修の内容を理解できていない場合、ビザ申請は却下されます。
また、渡航の目的が研修であること、研修を行うビザを申請していることを十分に理解し、遊び、就業、移住目的ではないことを明言する。
例） ×

就労目的（研修ビザから就労ビザにつなげたい）、長期滞在目的（チャンスがあれば長く滞在したい）、ハワイに行きたい、ハワイが好き、
英語の勉強がしたい（語学留学ではないため）、ハワイの文化を勉強したい、彼/彼女がいるから、結婚相手探し、など

○

日本では習得できない米国流ビジネステクニックを身に付ける、日本の国際化に向けた準備、将来を見据えたビジネススキルの習得、
ビジネスマン/ビジネスウーマンとして国際感覚を身に付ける、ビジネススキル向上と同時に英語の更なるスキルアップを行いたい、など

【インターンシップ＜米国研修プログラム＞とは】
米国国務省認定の有給、又は無給の企業内研修プログラムで、米国の国際文化交流事業の一環。最長 18 ヶ月間の研修が受けられる。有給の場合、生活補助金としての報
酬を得ることも可能。学歴、職歴、研修内容など国務省が規定している要項を全て満たしていることがビザ申請の条件となっている。

【研修プログラムの内容について】
米国流ビジネススキルの修得を目的とした企業内研修プログラムです。ホスト企業と呼ばれる研修生受け入れ企業において、Training Plan に記載されている各分野の研修
を一定期間受けます。Training Plan に記載されている主な研修内容は次の通りです：Business Administration, Business Operation, Customer Service, Marketing and
Sales, Human Resources, Management など。研修項目・内容は各個人で異なりますので必ずご自分の Training Plan （左下に DS7002 と書かれた書類） を熟読し、しっ
かりと研修内容を理解してください。
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ビザ面接質疑応答例
基本的にすべて英語で質問され、英語で回答するとお考えください。下に記載してある基本的な質問には、スムーズに回答できるよう、時間をかけてしっかりと準備してくださ
い。実際の面接は、トレーニング内容の詳細説明を求められる場合で 5～10 分くらいです。質問数は少ない方で 2～3 問、多い方で 10～20 問くらいです。回答内容が不明瞭
な場合や、態度や言葉遣いからビジネス研修に参加するという意思が見られない場合、長時間 20～30 分ぐらいの面接となることもありますので、研修の趣旨、目的、トレー
ニングプラン内容などを良く理解して、明確に回答できるよう十分に準備願います。ご家族や友人と日本語や英語で質疑応答の練習をすると良いでしょう。

英文サンプル回答が長い場合、その中で重要な英語キーワードを覚えるようにしてくさい。キーワードだけでの回答は、英文法としては間違っていますが、少なくとも質問を理
解していることが分かり、言いたいことは最低限伝えることができます。ここには、質聞される頻度が高いものを記載してあります。また、同じ内容の質問でも、面接官からの
言い回しや質問方法はいろいろありますので、面接官からの質問の趣旨を読み取って回答できるようにしてください。

面接官が確認したい内容は、【面接心得】に記載してあります。ここに記載の回答例を丸暗記することに集中しないで、面接官が聞きたい回答がなんであるかを理解するため
に、【面接心得】を何度もお読みください。

【ビザ面接で聞かれる可能性が高い質問】

Answer ※空欄の箇所はビザ面接レッスンまでに記載してください。

Question

レッスンの際、確認しアドバイスいたします。
過去・現在の職業に

Do you work now?

Yes

ついて

Are you currently employed?

No, I quit my job to prepare for training program.

現在働いていますか？
What do you do?

I work at

What is your occupation/career?

私は（

as a(an)
）として（

.
）で働いています。

何の仕事をしていますか？
Which company are you working now?
現在はどこの企業で働いていますか？
How long have you been working for the company?
その会社でどのくらい（何年）働いていますか？
What did you do at your previous company?

I worked at

前職ではどのような仕事をしていましたか？

私は（

as a(an)
）として（
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.
）で働いていました。

How long did you work for the company?
その会社でどのくらい（何年）働いていましたか？
渡航先

Where are you going?

渡航目的

Which state do you go?

について

どこ（州）へ行く予定ですか？

I'm going to

.
州へ行く予定です。

What are you going to do in the U.S.?

I will take business training. (Business Training)

What are you going to do in Hawaii?

Business Training を受けます。

アメリカ（ハワイ）に何をしに行くのですか？
How long is your training?

months.

研修期間はどのくらいですか？

か月間です。

How long will you stay in US?
アメリカにどのくらい滞在予定ですか？
What kind of business training is it?

It is

どういったトレーニングを受けに行くのですか。

training.
のトレーニングを受けに行きます。

Please explain about your training plan.

My training has XX phases and they are AAA, BBB, CCC…

Please explain it in detail.

私の研修は、XX 段階に分かれており、それらは AAA, BBB, CCC…です。

Can you tell me the detail of your training?
トレーニング内容を具体的に教えてください

※DS7002（トレーニングプラン）をよく読んでおくこと。

Why do you take training in US?

I would like to improve/learn my business skills in US.

Why US?

アメリカでビジネススキルを向上させたいからです。

なぜアメリカでトレーニングを受けるのですか？
Who pays for the training program?

I will pay it by myself.

Who is going to pay for this program?

私自身で払います。

誰がインターンプログラムの費用を払いますか？
トレーニング先企業

Tell me the company name.

トレーニング内容

What is the name of the company where your training

について

takes place?
What is your host company?
研修先の会社名は何ですか？
トレーニング先は何という会社ですか？

※実際の企業名と運営している店舗名が違う場合があるので注意してください。
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What does it (the company) do?
What kind of business does the company do?
その企業は何をしていますか？
その企業のビジネスは何ですか？
What is the main merchandise of the company?
その企業が扱っている主な商品は何ですか？
Who did you interview with?

I had an interview with (

position & name

).

Host company との面接では誰と話しましたか？

(役職)の（お名前）さんと面接をしました。

Can you learn American business from a Japanese

The company’s clients are American companies and I will speak in English

company whose clients are mainly Japanese?

with those clients.

日本人の会社で日本人向けのビジネスなのに、アメリカのビ

English.

ジネスを学べますか？

クライアントは米国企業であり、担当者とも英語を使用している。また、ミーティン

Moreover, meetings and supervisor interactions are in

グなども英語で行われており、上司からの指示も英語で行うことが多い。
Why do you want to take the training at the company?

I was looking for a company that offers (

なぜこの会社でトレーニングを受けるのですか？

found this company while searching over the internet.
米国で(

) training and I

)を学ぶことができる企業を探していたところこの会社

での研修を見つけました。
How did you find the company?

I found this company while searching over the internet.

どのようにしてトレーニング先を知ったのですか？

インターネットを使って米国でトレーニングができる企業を見つけました。

How did you know this internship program?

I found internship program information on the internet as well.

どのようにしてインターンシッププログラムを知ったのです

インターンシッププログラムもインターネットで知りました。

か？
Do you receive any compensation/stipend/salary?

I will receive （$

） per hour as stipend.

サラリーは出ますか？いくら？

時給(

Tell me your daily working schedule?

After morning meeting with supervisor, I will do routine work like checking

トレーニングの際の一日の流れを教えてください

emails and answering telephone. Then, I will learn （

)ドルを生活手当として受ける予定です。

） skills

for each phase.
出社して、朝のミーティングを受け、メールと電話対応といった日常業務を行い
ながら Supervisor に付いて各分野のトレーニングを受けます。
Did you do all application processes by yourself?

My host company prepared the training plan.
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手続きはすべて自分で行いましたか？

トレーニングプランの詳細は、インターン先企業が作成してくれました。
I prepared visa documents.
ビザの手続きは、業者に依頼しました。

学歴・専攻

What is your highest level of education?

について

最終学歴は？
What was your major?

My major was

専攻は何でしたか？
What did you study at school?

学部です。
I studied

学校では何を勉強しましたか？

を勉強しました。

When did you graduate?
何年に卒業しましたか？
米国での就労

Did you think about applying for a working visa?

No

トレーニング終了後

就労ビザを取得しようと思いましたか？

いいえ。

帰国後

Why didn't you apply for working visa?

Because I am not thinking about working in the US.

将来のキャリア

Why not?

米国で働くつもりがないからです。

について

なぜ就労ビザを取らないのですか？
Are you going to return to your company after internship

Yes/No.

is over?

はい/いいえ

トレーニング後、また同じ会社に戻りますか
Why are you not returning to your previous company?

I would like to use the experience that I gain through the internship and

なぜ同じ会社の戻らないのですか。

advance my career.
インターンで得た経験を活かして、ステップアップしたいからです。

What will you do after internship is over?

I will come back to Japan.

What are you going to do after finishing your training?

日本に帰国します

研修終了後はどうする予定ですか？
Do you have any plan after returning to Japan?

I will return to my current job/company.

日本帰国後はどうする予定ですか？

現職に復帰します。

What kind of job do you want to do after training?

I want to work as a(an)

インターン終了後、具体的にはどのような仕事に就きたいで

(at
として（
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.)
で）働きたいです。

すか？
その他

Do you have any friend or relatives in Hawaii?

No, I don't.

Do you have any friend or relative in the US?

いいえ、いません。

ハワイ/米国に友人や親族がいますか？
What did you do when you were in Hawaii/US?

I studied English at language school.

What were you doing when you were in Hawaii before?

I went to Hawaii as a tourist.

過去にハワイ（アメリカ）に行った時は何をしていましたか？

観光していました。

How much did you pay for agency?

I paid about $5000.

エージェントにはいくら払いましたか？

50 万円（5000 ドル）程です。
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