インターンシップ企業との英語面接について
インターンシップ企業との面接は、インターンシップ希望者の意思や人柄を確認するための手段と
してインタビューが実施されます。英語で話すことは緊張しますが、直接お会い出来ない場合、音
声（もしくは画像）で判断をされるので、通常の面接よりも明るく元気な調子で答えるよう気をつけ
ましょう！
【インターンシップ企業がチェックしたい項目】
・英語力
・（英語での）コミュニケーション力
・人柄（雰囲気や明るさ 特に人柄が重視される職種など）
・今までの経験の確認
・インターンシップ企業でなにがしたいのか
【インタビューで気を付けること】
・担当者とコミュニケーションをとる感覚で明るく返答する
・返答内容を暗記したような印象を与えないようにする
・質問が理解できない場合は質問をリピートしてもらうよう伝える
・できるだけ好印象を与えられるよう、明るく話をしましょう。
【聞かれる可能性が高い質問】 （これは１例です）
■ Could you tell me about yourself?
自己紹介をお願いします。
＜サンプル＞
My name is and I am years old.
I am from ○○, Japan. I have been working at ○○ hotel in ×× for about ○ years
as a ×× there.
There are many customers from different countries, so I had opportunities to communicate
with them in English, and able to learn how to communicate with customers from different
cultures. That experience is giving me confident, and now I would like to put myself in
tougher environment which is doing internship at one of the best Spa in Hawaii.
私は～と申しまして、現在～歳です。日本の○○出身です。
××にある○○ホテルで××として、○年間働いています。
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ホテルやサロンには外国から来るお客様もいらっしゃったので、英語で対応することも多々ありま
した。その経験ができたことで、自分にも自信が持て、今回、ハワイでも
最良のスパの１つであるスパでインターンシップに挑戦する気持ちになりました。
■ Why would you like to work with us ?
なぜ弊社で仕事をしたいのですか？
＜サンプル＞
Because ○○ has a great reputation and I would like to acquire more experience in
International environment.
なぜなら○○はとても評判の良く、私はそのインターナショナルな環境でたくさんの経験を積みた
いからです。
■ How long have you been working in Japan ?
日本ではどれくらい働いていましたか？
＜サンプル＞
I have been working in Japan for eight years.
約８年間働いていました。
■ Have you worked with foreigners before?
外国人と一緒に仕事をしたことはありますか？
＜サンプル＞
No, I haven’t.
いいえ、ありません。
■ What is your strong point? What are you good at?
あなたの長所、強みは何ですか？
＜サンプル＞
I am positive thinker and good at communicating with people.
プラス思考でコミュニケーション力に長けています。
■ How about your weak point?

一般社団法人 日本国際人材育成協会 ＜転載禁止＞

あなたの短所は何ですか？
（まず短所を説明し、長所に変えようと努力していることをお答えください）
■ What was the toughest thing you have experienced when you were working before?
今まで働いていた中で最も大変だったことは何ですか？
■ What is your hobbies?
趣味は何ですか？
■ What do you like to do in the weekend?
週末は何をするのが好きですか？
■ Could you describe your personality?
あなたはどんな性格ですか？
（性格について英単語でお答えください）
I am cheerful because （理由）
Positive・Energetic・Active(元気), Tolerant（寛容) など
■ What would you like to do most when you come to Hawaii?
ハワイに来たら何を一番やりたいですか？
＜サンプル＞
When I get to Hawaii, I would like to learn more about Hawaiian culture and hospitality
business.
ハワイについたら、より深くハワイ文化やホスピタリティビジネスのことについて学びたいです。
■ Are you looking forward to working with us ?
私達と一緒に仕事をするのを楽しみにしていますか？

Yes, I am very looking forward to meeting with you and your staff.

Thank you very much

for giving me this opportunity.
はい、皆さんにお会いできるのを大変楽しみにしています。このような機会を頂きありがとうござい
ます。
※ 参考英語インタビューサイト：

一般社団法人 日本国際人材育成協会 ＜転載禁止＞

http://www.ebenkyo.com/0030_ebenkyo.html
http://www.eresumeshop.com/tips_interviewqa.html
http://www.gaishi-tenshoku.net/interview/interview_phrase.html
http://www.eigoland.net/talkclip/d1.htm
http://www.eigoland.net/talkclip/d4.htm
http://www.eigoland.net/talkclip/d2.htm
http://www.eigoland.net/wdrill/w1.htm
http://www.eigoland.net/talkclip/d3.htm
http://www.eigoland.net/wdrill/w2.htm
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